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今年はやります！

11/26 ㊏
10:00～
15:00

参加団体・運営スタッフ募集

江東ボランティア連絡会と江東ボランティア・センター（社会福祉協議会）共催で
「江東ボランティアまつり」を開催します。開催にあたり、区内で活動しているボランティア団体
（社会貢献活動をしている企業を含む）、NPO団体等および運営スタッフ（個人ボランティア）
を募集します。
江東区文化センター（東陽4-11-3）
ボランティア団体およびNPO団体等のPR、企業の社会貢献部門コーナー（パネル展示）、
演芸出演コーナー、体験コーナー、運営スタッフ。
演芸出演について…飛沫の発生する演目については動画での出演になります。

※江東ボランティアまつり実行委員会による審査・決定後、説明会に
お越しください。
説明会スケジュール
団

体

10/24（月）18：00～

運営スタッフ

11/ 7（月）18：00～

江東ボランティア・センターホームページまたは窓口に
ある参加申込書に必要事項を記入し、郵送または
窓口までお持ちください。
締切：9/30（金）
Twitterでも情報発信
しています！

月の行事予定

手話
講習会

入門・基礎
コース
手話通訳Ⅰコース
手話通訳Ⅱコース

養成コース

※下記講座の募集は終了しております
昼コース
14：00～16：00

6日・13日
20日・27日
火曜日

夜コース
18：30～20：30

10：00～12：00

＠KotoCsw ▶
7日（対面）

朗読
ボランティア
入門講習会

点字体験
講習会

14日・21日
28日
（リモート）
水曜日
1日・8日
22日・29日
木曜日

10：00～12：00

18：30～20：30

本紙掲載のボランティア活動をご希望される方
ボランティア登録されていない方

ボランティア登録がお済みの方

ボランティア・センターへお電話を
ください。（登録番号・氏名・希望する活動・

ボランティア登録をお勧めしています。

身分証明書（免許証・保険証などの住所を確認できる
もの）を窓口にお持ちください。

活動日をお伝えください）

※現在、新型コロナウィルスの感染防止対策のため、ボランティアの受入を制限している施設もありますので、施設に確認
のほどお願いいたします。なお、活動をされる際はマスク着用、手洗い・手指消毒を心掛けてください。

障害児・者関係

1

施 設 名

活 動 内 容

放課後等
デイサービス
大夢

障害のある子どもの見守り。
時間によっては学校までの送迎をお願いする
こともあります。

（辰巳1-2-9-102） 一緒に遊んでもらうことがメインです！

2

江東区
東砂福祉園
（東砂3-30-6）

理美容師。
知的障害者の散髪。
(自宅で髪を切ることが難しい利用者への散
髪)

日

時

人 数

月曜日～金曜日
13：00～18：00
1日
（何時間でも可）
２～３人
※ご連絡は平日の
程度
10：00～13：00に
お願いします。

交通費

食事

△
負担
予定

×

平日
10：00～14：00
AM、PMどちらか
でも可。
月に1回ほど。

1～2名

×

9月25日（日）
9：00～13：00

1～2名

〇
上限
500円

×

人 数

交通費

食事

各回
最大6名
程度

〇
一律
500円

×

3名

〇
実費
500円
まで

×

給食費
370円
(事前予
約必要)

イベント準備、片付け、受付、集金など。
3

イルミ☆
ミュージック

場所：青少年交流プラザ
月に1回定期的に来ることが
できる方歓迎。

子育て・保育
施 設 名

4

江東区亀戸
子ども家庭支援
センター
（亀戸6-31-26）

5

6

Mommy
Green Choir
マミーグリーン
クワイア

まこと保育園
子育てひろば
「ころころ」
（冬木16-7）

活 動 内 容

日

時

母親向け講座中の乳幼児の保育
（各回２時間程度）
10：00～12：00
〇10月3日（月）
前後
〇10月4日・18日、11月1日・15日・29日、
12月20日（全て火曜日）
エプロン貸与
〇11月4日・18日、12月2日・16日、
1月6日・20日、2月24日（全て金曜日）
見守り保育。
コーラスの練習に母親が参加するあいだに、
こどもに危険がないように遊んでください。
（同室）

9月28日（水）
11：00～12：30

活動場所：堺福音教会チャペル
（木場2-17-9 1階）
①子育てひろば「ころころ」の設営、撤収
及び乳幼児の見守り
火・水：まこと地域総合センター１F
子育て支援室（冬木16-7）
木：富岡区民館（富岡1-16-12）
②「ボンジュールベベ」
産前産後家庭のお子さんの見守り及び遊具
の設営、撤収（いづれかも可能）
まこと地域総合センター 多目的ホール

①火・水・木
2～3名
9：00～12：30
（設営）
子ども(新
9：00～10：00
生児を含
（撤収）
む)を抱っ
11：30～12：00
こしたり、
重いものの
②毎月 第3月曜日
運搬有
9：00～11：30

〇

〇
希望者に
給食提供

区内の施設、公共機関、郵便局、店舗等にご協力いただき、区内106カ所、区外4カ所で
入手できます。その他ホームページからもご覧いただけます。

白 河 地区（13）

富 岡 地区（10）

北 砂・東 砂 地区（17）
スポーツ会館（北砂1-2-9）

白河出張所（白河1-3-28）

富岡出張所（富岡1-16-12）

深川江戸資料館（白河1-3-28）

深川スポーツセンター（越中島1-2-18）

北砂三郵便局（北砂3-20-9）

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ越中島通り店（越中島3-6-30）

北砂五郵便局（北砂5-19-25-101）

白河郵便局（白河4-1-5）
芭蕉記念館（常磐1-6-3）

北砂一郵便局（北砂1-11-1）

都立第三商業高等学校(越中島3-3-1）

森下町郵便局（森下1-12-6）
森下文化センター（森下3-12-17）
深川ふれあいｾﾝﾀｰ森下分館（森下5-11-1）

古石場文化センター（古石場2-13-2）
古石場図書館（古石場2-13-2）

北砂七郵便局（北砂7-5-15）
砂町出張所（北砂4-7-3）
城東ふれあいセンター（北砂4-20-12）
砂町文化センター（北砂5-1-7）
砂町図書館（北砂5-1-7）

ｹｲ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ（白河1-5-15）

永代郵便局（永代1-14-9）

丸山工務店（東砂3-15-7）

アクセスジョブ清澄白河(白河2-8-5三栄ビル）

江東牡丹郵便局（牡丹3-8-3）

東砂スポーツセンター（東砂4-24-1）

深川図書館（清澄3-3-39）

深川愛の園（冬木16-7）

ワークセンターつばさ（佐賀2-7-4）
深川北スポーツセンター（平野3-2-20）
深川ふれあいセンター（平野1-2-3）

小 松 橋 地区（8）

深川一郵便局（深川1-8-16）

亀 戸 地区（9）
亀戸一郵便局（亀戸1-17-6）
亀戸出張所（亀戸2-19-1）

小松橋出張所（扇橋2-1-5）
障害者福祉センター（扇橋3-7-2）

亀戸文化センター（亀戸2-19-1）

介護老人福祉施設 あじさい（東砂4-20-15）
ヨークマート（東砂1-3-28）

ミニストップ北砂6丁目店（北砂6-27-21）
東砂郵便局（東砂3-1-12）
東砂二郵便局（東砂2-13-10-101）
東砂八郵便局（東砂8-19-13）

南 砂・新 砂 地区(9)
南砂長寿サポートセンター（南砂2-3-5）
南砂住宅自治会（南砂2-3）

男女共同参画推進ｾﾝﾀｰ（扇橋3-22-2）

亀戸郵便局（亀戸3-62-12）

千田郵便局（千田21-6）

亀戸五郵便局（亀戸5-42-13）

住吉郵便局（住吉2-3-9）

亀戸図書館（亀戸7-39-9）

ティアラ江東（住吉2-28-36）

亀戸スポーツセンター（亀戸8-22-1）

江東図書館（南砂6-7-52）

都立大江戸高校（千石3-2-11）

亀戸ふれあいセンター（亀戸9-33-2）

南砂出張所（南砂6-8-3）

朝日信用金庫 猿江支店（猿江1-18-2）

東 陽・木 場 地区（14）

東陽図書館（東陽2-3-6）

大 島 地区（12）
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ大島1丁目店（大島1-34-15）

深川郵便局（東陽4-4-2）

総合区民センター（大島4-5-1）

文化センター内郵便局（東陽4-11-1）

城東図書館（大島4-5-1）

江東区文化センター（東陽4-11-3）

ダイエー大島店（大島4-6-1）

木場郵便局（木場5-5-12）

豊洲文化センター（豊洲2-2-18）

東雲図書館（東雲2-7-5-201）
イオン東雲店（東雲1-9-10）
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ潮見駅前店（潮見2-6-1）
潮見郵便局（潮見1-2-1）
放課後等デイサービス大夢（辰巳1-2-9-102）
有明スポーツセンター（有明2-3-5）
ミニストップＷＡＮＺＡ有明店（有明3-1）

大島郵便局（大島7-22-16）
ダイエー東大島店（大島7-38-30）

江東区地域包括支援センター ステップ(東陽3-16-12）

イトーヨーカ堂木場店（木場1-5-30）

豊 洲・新木場 地区（13）
豊洲特別出張所（豊洲2-2-18）

豊洲図書館（豊洲2-2-18）

城東郵便局（大島3-15-2）
大島出張所（大島4-5-1）

江東ボランティア･センター(東陽6-2-17）

南砂郵便局（南砂4-1-12）

南砂六郵便局（南砂6-10-10）

城東病院 老人保健施設（亀戸9-13-1）

洲崎橋郵便局（東陽3-20-9）

区役所広報広聴課（東陽4-11-28）

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ南砂駅前店（南砂3-14-1）

南砂北郵便局（南砂5-24-11-101）

健康センター（東陽2-1-1）
特別養護老人ﾎｰﾑ江東ホーム（東陽2-1-2）

南砂団地内郵便局（南砂2-3-14）

ＮＥＣｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ（株）（新木場1-18-7）

かえつ高等学校（東雲2-16-1）
グランチャ東雲（東雲1-9-46）

東大島文化センター（大島8-33-9）
中川船番所資料館（大島9-1-15）

明治安田生命保険相互会社（東陽2-2-11）

東大島駅前郵便局（大島9-4-1-101）

東京YMCA社会体育・保育専門学校（東陽2-2-15）

東大島図書館（大島9-4-2-101）

区 外（4）
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ江東橋店（墨田区江東橋2-2-10）
東京ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ(新宿区神楽河岸1-1)
共立女子大学（千代田区一ツ橋2-6-1）
東洋大学白山キャンパス（文京区本駒込1-10-2）

手話通訳者登録試験（全国統一試験）
試験日

令和４年１２月３日（土） 10：00～17：00

会 場

江東区高齢者総合福祉センター

試験料

6,000円

締 切

令和４年９月３０日（金）

※受験資格・申込方法についてはホームページをご覧
ください。
※手話通訳士・他区市町村等で試験に合格した方が登録
を希望される場合には、お問合せください。

～江東ボランティア・センター ボランティア登録団体紹介～
●活動日 基本土曜日 ①幼児

9：30～10：30

②小学生 10：30～12：00
●対 象 2歳～10歳まで
●場 所 高齢者総合福祉センター 区内高齢者施設など
●費 用 無料
●その他 演出・振付指導、衣装制作は講師が行います
●問合・申込 講師・代表：星 洋子（3649-4100）

遊びに来て
ください！

子供バレエでは、江東区内の老人
ホームやデイサービスなどの施設で、バレ
エを披露しています。
毎回多くの方に喜んでいただいておりま
すが、活動してくれる子どもの数が減っ
ており、このままではボランティア活動が
難しい状態です。
一人でも多くの笑顔に触れることを
目指し、ご賛同いただける方を募集し
ます。

LaLaport Colorful Fes.
～みんなそれぞれの色を見つけよう～

in URBAN DOCK LaLaport TOYOSU
障がいのある人もない人も、大人も子どもも。気軽に楽しめる
参加型イベントです！

●開催日 令和４年９月25日（日）11：00～16：00
●内 容 ①江東区福祉事業所による手作り
●場 所 アーバンドック ららぽーと豊洲
ハートフルマルシェ
（江東区豊洲二丁目４-９）
②リサイクルブックコーナー
●共 催 江東区社会福祉協議会
③手話・点字体験
アーバンドック ららぽーと豊洲
④江東社協なんでも相談コーナー
●会 場 ①１Fサウスポート イベントスペース
⑤江東社協PR＆アンケートコーナー
②１Fノースポート イベントスペース
⑥障がい者作品展
③ウッドデッキ メインステージ
⑦ボッチャ体験
④ウッドデッキ イベント用スペース
⑧ブラインドサッカー
※屋内で実施できないコンテンツの場合、
⑨オープニングセレモニー
雨天時は中止となります。
江東区立有明西学園吹奏楽部演奏

LINE@はじめました！
友だち
募集中

江東区内のボランティア活動に関する情報
（ボランティア募集・イベント・講座）をいち早
く発信します！ぜひ友だち登録してください！

