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墨田区社会福祉協議会 すみだボランティアセンター

https://www.sumida-shakyo.or.jp/

ボランティアだより
【すみだボランティアセンター】 墨田区東向島 2-17-14
TEL:03（3612）2940 FAX:03（3610）0294 E-mail vc@sumida-shakyo.or.jp
【すみだボランティアセンター分館】 墨田区亀沢 3-20-11 関根ビル 4 階
TEL:03（5608）2940 FAX:03（5608）2944 E-mail bunkan@sumida-shakyo.or.jp

皆さんは、墨田区社会福祉協議会のホームページをご覧になっていますか。ホームページには
墨田区社会福祉協議会の事業の紹介やイベント案内、広報誌を掲載しています。この度、墨田区
社会福祉協議会のホームページ内に新たに「墨田区社協公式 ユーチューブチャンネル」を開設
いたしました。
コロナウイルス感染症拡大の影響で、外出が自粛され、施設でのボランティア活動が難しい中、
このユーチューブチャンネルを使い、楽器演奏や踊り、お話しの会などの楽しい動画を配信して
いきたいと思います。
（詳しくは次頁をご覧ください）
「墨田区社協公式 ユーチューブチャンネル」は「墨田区社会福祉協議会」のホームページの
トップページから下へスクロールして「お便り・音声・動画コーナー」からご覧いただくか、
YouTube のホーム画面で「墨田区社会福祉協議会」で検索してご覧ください。

現在、昨年行われた「すみだボラン
ティアの日」の啓発事業、「すみだボ
ランティアミニまつり（2020 年 11
月）
」で放映した『令和元年度のすみ
だボランティアセンター』『ボラン
ティア団体活動紹介：「朗読奉仕」く
さぶえ・おはなしの会つくしんぼ』の
３つの動画をアップしています。
ぜひ、ご覧ください。

すみだボランティアセンターには、施設を訪問して楽器演奏やマジック披露、お話し会を行っ
ているボランティア団体・個人・グループが多数ボランティア登録をしています。
新型コロナウイルス感染症の影響で、施設訪問が難しい今、新設された「墨田区社協公式 ユー
チューブチャンネル」を使い、特技や演芸披露、ミニ講座などの動画配信を企画しています。
「こ
んな動画が見てみたい」
「こんな講座を開いて欲しい」などのリクエストや、自身のボランティア
活動を動画配信したいかた、お気軽にボランティアセンターにご相談ください。

朗読・お話し会

楽器・演芸等披露
＜ボランティア団体＞

○語り、パネルシアター

○ハンドベル演奏

○紙芝居、絵本読み聞かせ

○マジック披露

○朗読 ○情報誌の音訳

＜個人ボランティア＞
○楽器演奏（ハーモニカ・オカリナ・ピアノ
フルート・古楽器・ピアノ・エレクトーン）
○昭和歌謡バンド

○童謡・懐メロ

○うたごえフラダンス（ハンドフラ）

今後、リクエストにお応えしながら、動
画の本数を増やしていきたいと思います。

ミニ講座（案）

皆さまからのリクエストをお待ちしていま

○お口の体操 声に出して読んでみよう

す。また、動画を企画・編集してくださる

○点字のしくみをしろう

方も募集します。気軽にご連絡ください。

○手話ですみだを紹介しよう
○絵手紙を描いて送ろう

すみだボランティアセンター

○すみだ音頭を踊ってみよう

Tel：03-3612-2940

○墨田区防災マップ・アプリ活用法 etc.

e-mail：vc@sumida-shakyo.or.jp

ボランティア説明会のお知らせ
ボランティア説明会は、ボランティアを始めるかた向けの説明会です。
〝ボランティアとは〟から、活動の際の注意事項、ボランティア保険の説明、活動先の紹介を
します。関心を持たれたかたは、気軽に下記へご連絡ください。
【日

時】

2 月 25 日 木曜

13：30～15：00

【場

所】

すみだボランティアセンター
（東向島 2－17－14）

【申込み】

電話ですみだボランティアセンターへ
TEL：3612-2940

※新型コロナウイルス感染症の影響により、ボランティア募集を中止している場合があります。
詳しくは、各申込先へお問合せください。

ボランティア募集
介護老人保健施設
（横網２丁目）

ろうけん隅田秋光園

東京清風園（立花１丁目）
【内容】 ①シーツ交換
②車いす、浴室の掃除など
【日時】 ①土曜 9：30～10：30 約 1 時間
②１時間程度（時間、曜日は応相談）
【場所】 施設内
【申込】 直接施設へ ℡03-6861-8771 担当 斎藤
☆ 初めてのかた、介護の現場に興味があるかた、
ご相談だけでもお気軽にご連絡ください。
☆ 交通費は自己負担でお願いします。

【内容】 ①演芸披露（踊り、歌、演奏など）
②おはなしボランティア
（折り紙、将棋、オセロの相手）
【日時】 13：30～14：30（曜日は応相談）
【場所】 施設内
【申込】 すみだボランティアセンターへ
☆ 単発での活動も可能です。
☆ 交通費は自己負担でお願いします。

個人登録ボランティアは３年ごとに更新をしています。現在お持ちの登録証は 2021 年 3 月末日
で有効期限が切れます。該当されるかたには「ボランティア登録申込書」を同封しました。
【更新の方法】
同封した「ボランティア登録申込書」に必要事項を記入し、ボランティアセンターへ郵送、FAX 又
はメールで送信してください。記入にあたっては、記入例を参考にしてください。今後の情報発信の
参考とするため、SNS＊1 の使用調査欄が追加されています。「ボランティア登録申込書」はホーム
ページにもアップしていますのでご利用ください。
「ボランティアを始めるにあたって」

※外出自粛期間中は、郵便・FAX・メールでの返送にご協力くださいますようお願い申し上げます。
【登録期間】

2021 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日まで

【提出期限】 2021 年 3 月 19 日

金曜

必着

＊１「SNS」とは、

※更新の手続きをされたかたには「ボランティアだより 4 月
号」に新しい登録証を同封します。
※更新されないかたは、お手数ですがご連絡ください。
Tel：3612-2940

Fax：3610-0294

Social Networking Service （ ソ ー
シャル・ネットワーキング・サービス）
の略で、インターネットを通じて人々
が社会的なつながり合いを持つための
ネットサービスです。

E-mail：vc@sumida-shakyo.or.jp
↓＜宛名ラベル＞切り取ってお使いください↓

すみだボランティアセンター式
アマビエチャレンジ（おうちでアート）

〒 131-0032

みなさんの作品お待ちしています。
墨田区東向島二丁目 17 番 14 号
「ぬりえ」は墨田区社会福祉協議会ホームページ内

すみだボランティアセンター

トピックスにアップしています。

【「ボランティア登録申込書」在中】

すみだボランティアセンターでボランティア
すみだおもちゃサロン（東向島 2-17-14）

みどりおもちゃサロン（緑 3-7-3）

【内容】 おもちゃサロンの準備・片付け、子どもたち

【内容】 おもちゃサロンの準備・片付け、子どもたち

の見守りなど
【日時】 毎週金曜、毎月第 3 月曜

の見守りなど
【日時】 毎月第 4 水曜

午前の部 9：45～12：00

午前の部 9：45～12：00

午後の部 13：15～15：00 応相談

午後の部 13：15～15：00 応相談

【場所】 すみだボランティアセンター1 階

【場所】 みどりコミュニティーセンター3 階 和室

【申込】 墨田区社会福祉協議会

【申込】 墨田区社会福祉協議会

℡ 03-3614-3900 担当：地域福祉活動
☆ 子どもが好きな方、お待ちしております。

℡ 03-3614-3900 担当：地域福祉活動
☆ 子どもが好きな方、お待ちしております。

機関紙発送準備（東向島 2-17-14）
【内容】 「すみだボランティアだより」の封入れ・発送
【日時】 2 月 25 日 木曜 9：30～11：00
【場所】 すみだボランティアセンター 3 階学習室
【申込】 不要
当日直接お越しください。
☆ 封筒への宛名シール貼り、たよりの封入れなど
初めての方でも簡単に、座ってできる作業です。

2月6日

土曜

高架水槽・受水槽の清掃のため一日休館します。

緊急事態宣言の発令期間中は、すみだボラン
ティアセンター・同分館は、開館時間を午後 8
時までとします。

駐車スペースが少ないため、徒歩か自転車で

分館には駐輪場がありません。外手児童館学童

の来所をお願いします。お車で来所の場合、近隣

クラブ分室の駐輪場をご利用ください。

は道が狭いのでご注意ください。

駐輪場に関してご不明な点があればボランティア
センター分館までお問い合わせください。

