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緊急事態宣言発令によるボランティア・センターの開館時間、
活動室利用等の変更について
ご周知のとおり、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、再度緊急事態宣言が発令されました。
このことから、区民・ボランティア団体の皆さまの健康・安全面を第一に考慮した結果、ボランティア・セン
ターの開館時間、活動室等の貸出しの中止・変更・制限を実施することといたしました。
利用者の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をいただきますようお願い申し上げます。
江東ボランティア・センター

●センター開館時間
平 日：午前9時から午後5時（夜間の窓口業務、活動室の貸出しは休止します）
土曜日：午前9時から午後5時（通常通り開館します）
期 間：当面の間（緊急事態宣言が解除されるまで）
十分な対策を検討してください

●活動室の利用
休 止：夜間の貸出しについては、休止します。
期 間：当面の間（緊急事態宣言が解除されるまで）

●活動室の予約

昼夜を問わず不要不急の外出自粛が要請さ
れております。ボランティア団体の活動に
ついては、回数を見直す、または休止する
など、今後の活動室等での活動について、
団体内で話し合いを行い、十分な感染対策
をお願いします。

中 止：当面の間貸出し予約を中止します。（緊急事態宣言が解除されるまで）

2月に開催予定だった災害ボランティアセンター設置・運営
訓練は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止とな
りました。ご理解いただけますようお願い申し上げます。

団体登録更新手続きは
もうお済みですか？

現在、江東ボランティア・センターに登録されている
団体を対象に、登録更新手続きの書類をお送りし
ています。（各団体代表者様宛）
更新される場合もされない場合も書類の提出をお
願いします。

３月26日（金）～
３月31日（水）
１

提出期限
2月18日（木）

左記の期間は、年度末事務処理のため、ボラン
ティア登録・ハンディキャブの利用はできません。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をよろしく
お願いいたします。

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。

子育て・保育
施 設 名

１

活 動 内 容

日

障害のある子どもの見守り
放課後等
学校までの送迎（一緒に迎えに
デイサービス 行ってもらいます）
大夢
（辰巳1-2-9102）

時

人 数

月曜日～金曜日
13：00～18：00
（何時間でも可）

一緒に遊んでもらうことがメイ
ンです！

交通費 食事

1日
△負担
２～３人
予定
程度

×

自宅でできるボランティア活動
ありがとう
ございます！
（ご寄付ください）
未使用のタオルで
作成したもの

さ区ご
せ内寄
て福付
頂祉頂
き施い
ま設た
す等ぞ
、にう
配き
布ん
は

ごめんなさい
（受付できません）
使用済みのもの、
使用済みのタオルで
作成したもの

〒135-0016
江東区東陽6-2-17 高齢者総合福祉センター内
送料はご負担ください 江東ボランティア・センターまで
窓口でも受付けています

送付先

を 寄付してください
令和3年度

平日 9：00～19：00
（緊急事態宣言中は17：00まで）
土曜 9：00～17：00
日曜祝日は休館

次の要件を満たす方
（①～④は必須、⑤⑥はいずれか）

江東区登録手話通訳者募集

①手話通訳士、または手話通訳者全国統一試験に
合格している方
②登録後に江東区登録手話通訳者として活動できる方
③２０歳以上の方（登録時）
④他区市町村に登録のない方（他地域との兼任は不可）
⑤江東区に在住・在勤・在学している方
⑥江東区手話講習会受講経験者

面接 ３月23日（火）

19：00～
場所 高齢者総合福祉センター
（東陽6-2-17）

令和3年度募集要項（申込方法・提出書類）については
江東区社会福祉協議会ホームページをご覧ください。

応募締切 ３月15日（月）

https://koto-shakyo.or.jp/volunteerc/koza-syuwa.html
２

いま、できる活動
～コロナ禍でのボランティア活動Ⅴ～
江東ボランティア・センター登録団体

『親子で音楽を楽しむ会』
社会福祉協議会に自作DVDを寄贈
～特別養護老人ホームと児童館で活用～
『親子で音楽を楽しむ会』（代表 吉本 温子さん）より、DVDを
寄贈していただきました。
会では、親子が気軽に参加し、一緒に音楽の楽しさを体験できるコンサ
ートを例年開催しています。
昨年も11月に「音楽の絵本・10周年記念コンサート」を開催する予定で、
準備をしていましたが、コロナウィルス感染拡大のため、残念ながら中止となりました。
「それならば！今出来ることは？」と、会員のみなさんで話し合った結果、老人ホームや学童クラブ・児童館などで活用でき
るDVDを作成することとなり、このたび完成しました。
内容は、３部に分かれており、全50分程度です。楽器の演奏はヘルマンハープやチェロ、そのほかパネルシアター、絵本の
読み聞かせ、手遊びなど盛りだくさん！老人ホームにお贈りするものには、会員手作りのお手玉（10個）もプレゼント。
お手玉を使っての手遊びもDVDの中に含まれています。
代表の吉本さんは、「多くの子どもさんや、高齢者の方にみていただき、一緒に気軽に参加していただけたらうれしいです。」
と。社会福祉協議会から老人ホームや児童館にお贈りさせていただく予定です。

ボランティア登録団体連絡会の
お知らせ
日 時

3月22日（月）
10：00～11：00

会 場

高齢者総合福祉センター
3階 研修室

内 容

定 員

各団体2名まで
（申込順/20団体）

申込み

3月1日（月）～３月5日（金）
9：00～17：00（厳守）
窓口・電話で江東ボランティア・
センターまで

連絡先

江東ボランティア・センター
℡ 3645-4087

（１）「ボランティアの未来計画！
～今だから つながろう☆つたえよう～
その1」
講師：NECソリューションイノベータ

今年は
Zoom勉強会！

杉本 新 氏
（２）活動室の利用案内について
（３）その他・連絡事項

まちかど
福祉ボランティア入門
オンライン講座
日程・内容決定！
申込は1/26～
2/6まで

※コロナの感染状況によっては
中止となる場合もございます。

2/13（土）

10：00-11：00

ボランティアってなに？

2/20（土）

10：00-11：00

現役選手から見るボランティアとオリパラ

2/20（土）

13：00-14：00

手話で話してみよう

2/27（土）

10：00-11：00

補助犬ってなんだろう
～盲導犬・介助犬・聴導犬を知ろう～

2/27（土）

13：00-14：00

アイ・サポートってなに？

お申込みは→ https://koto-shakyo.or.jp/volunteerc/index.html
３

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108カ所、区外4カ所で
入手できます。その他インターネットからもご覧いただけます。

白 河 地区（12）

富 岡 地区（10）

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）

白河郵便局（白河4-1-5）
芭蕉記念館（常磐1-6-3）
森下町郵便局（森下1-12-6）

ｹｲ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ（白河1-5-15）

スポーツ会館（北砂1-2-9）
北砂一郵便局（北砂1-11-1）

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ越中島通り店（越中島3-6-30）
都立第三商業高等学校(越中島3-3-1）

北砂三郵便局（北砂3-20-9）
北砂五郵便局（北砂5-19-25-101）
北砂七郵便局（北砂7-5-15）
砂町出張所（北砂4-7-3）

古石場文化センター（古石場2-13-2）

城東ふれあいセンター（北砂4-20-12）

古石場図書館（古石場2-13-2）

砂町文化センター（北砂5-1-7）

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）

北 砂・東 砂 地区（17）

永代郵便局（永代1-14-9）

砂町図書館（北砂5-1-7）
丸山工務店（東砂3-15-7）

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）

ワークセンターつばさ（佐賀2-7-4）

深川愛の園（冬木16-7）

介護老人福祉施設 あじさい（東砂4-20-15）

深川北スポーツセンター（平野3-2-20）

深川一郵便局（深川1-8-16）

深川図書館（清澄3-3-39）

ヨークマート（東砂1-3-28）

深川ふれあいセンター（平野1-2-3）

小 松 橋 地区（8）

亀 戸 地区（9）
亀戸一郵便局（亀戸1-17-6）

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）

小松橋出張所（扇橋2-1-5）

亀戸出張所（亀戸2-19-1）

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）

南砂長寿サポートセンター（南砂2-3-5）

亀戸郵便局（亀戸3-62-12）

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）
千田郵便局（千田21-6）
住吉郵便局（住吉2-3-9）

亀戸五郵便局（亀戸5-42-13）

朝日信用金庫 猿江支店（猿江1-18-2）

東 陽・木 場 地区（14）
健康センター（東陽2-1-1）

南砂団地内郵便局（南砂2-3-14）
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ南砂駅前店（南砂3-14-1）

亀戸図書館（亀戸7-39-9）

南砂郵便局（南砂4-1-12）

亀戸スポーツセンター（亀戸8-22-1）

南砂北郵便局（南砂5-24-11-101）

ティアラ江東（住吉2-28-36）
都立大江戸高校（千石3-2-11）

南 砂・新 砂 地区(9)

江東図書館（南砂6-7-52）

亀戸ふれあいセンター（亀戸9-33-2）
城東病院 老人保健施設（亀戸9-13-1）

大 島 地区（12）

南砂出張所（南砂6-8-3）
南砂六郵便局（南砂6-10-10）

豊 洲・新木場 地区（12）
豊洲特別出張所（豊洲2-2-18）

特別養護老人ﾎｰﾑ江東ホーム（東陽2-1-2）

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ大島1丁目店（大島1-34-15）

東陽図書館（東陽2-3-6）

城東郵便局（大島3-15-2）

洲崎橋郵便局（東陽3-20-9）

大島出張所（大島4-5-1）

深川郵便局（東陽4-4-2）
文化センター内郵便局（東陽4-11-1）
江東区文化センター（東陽4-11-3）

城東図書館（大島4-5-1）
ダイエー大島店（大島4-6-1）

東雲図書館（東雲2-7-5-201）

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）
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）
江東ボランティア･センター(東陽6-2-17）

イトーヨーカ堂木場店（木場1-5-30）

豊洲図書館（豊洲2-2-18）

イオン東雲店（東雲1-9-10）

総合区民センター（大島4-5-1）

区役所広報広聴課（東陽4-11-28）

江東区地域包括支援センター ステップ(東陽3-16-12）

豊洲文化センター（豊洲2-2-18）

ダイエー東大島店（大島7-38-30）

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）

木場郵便局（木場5-5-12）

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）
４

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）

