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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

すみだボランティアセンターにご相談ください
すみだボランティアセンターは地域の皆さんが自分らしさを活かし、地域や社会のために活動す
ることを応援しています。
「新しいことをしてみたい」
「空いた時間で地域の役に立つことをしてみた
い」と思っているかた、ボランティア活動を始めてみませんか？
すみだボランティアセンターでは、毎月、初めてボランティアを行うかた向けの説明会や各種ボラ
ンティア講座の他、以下のような様々な活動を行っています。いつでもお気軽にご相談ください。

ボランティア活動支援
◦ボランティア活動の情報提供・活動先の紹介
◦夏休みを利用した「夏！体験ボランティア」

ハンディキャブ貸出し
◦車いす利用者のための福祉車両「ハンディ
キャブ」の貸出し

◦ボランティア団体の活動支援

◦交通安全講習の開催

◦学校のボランティア活動・福祉教育の支援

◦運転ボランティアの紹介など

◦活動のための部屋や機材の貸出
◦企業の社会貢献活動支援など

イベント
◦すみだ地域福祉・ボランティアフォーラムの開催

車いす貸出し

◦ボランティアまつりの開催
◦ボランティア交流会
◦すみだまつり・こどもまつりへの参加など

◦車いすの短期（最大 6 ヶ月）
無料貸出し

杖の支給
⇒ボランティアまつり
の様子

◦満 75 歳以上で、杖が必要な墨田区民のか
たへ杖の支給（お一人 1 本のみ）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、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

高齢者関係
デイサービスるんるん（墨田 2 丁目）

よりあいデイ・つくし（本所 1 丁目）

【内容】 ①ゲーム・歌・楽器演奏など
②消毒・掃除

【内容】 ①お掃除のお手伝い

③傾聴・見守り その他
【日時】 毎日いつでも

②食器洗浄
【日時】 ①16：30～17：30
②17：30～18：00

（365 日 24 時間の施設です）

【場所】 施設内

※活動日時は応相談

【申込】 直接施設へ

【場所】 施設内
【申込】 すみだボランティアセンター、もしくは
直接施設へ

℡03-6658-8358 担当：荒井・百瀬
☆ お年寄りがゆっくりと夕食を食べられるよう、
お手伝いをお願いいたします。

℡ 03-6657-5301 担当：高橋
☆ 一人一人が感染予防をした上で、利用者が楽し
む時間を提供していきます。ご協力お願いしま
す。

東京清風園（立花１丁目）
【内容】 ①シーツ交換
②屋上花壇の水やりなど
【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：田野
☆ 初めての方、介護の現場に興味がある方、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。
☆ 単発での活動も可能です。

すみだボランティアセンターで
ボランティア
機関紙発送準備
【内容】 「すみだボランティアだより」の封入れ・発送
【日時】 5 月 31 日 月曜 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。

すみだ福祉保健センター（向島 3 丁目）
【内容】 ①デイサービスの活動補助
②お茶の準備、片付け
③話し相手
【日時】 月曜～土曜 10：00～16：00（応相談）
【場所】 施設内
【申込】 すみだボランティアセンターへ
☆ お気軽にお問合せください。

園芸ボランティア
【内容】 花壇の手入れ、水やり
【日時】 毎週火曜 10：00～12：00
雨天中止、祝日除く
【場所】 すみだボランティアセンター（東向島 2 丁目）
【申込】 すみだボランティアセンターへ
☆ 汚れてもよい服装でご参加ください。

すみだボランティアセンターでは、今年も 7 月から 8 月までの夏休み期間に「2021 夏！
体験ボランティア」を実施します。
夏休みを利用してボランティア活動に参加してみませんか？
今年度は、施設のご利用者さんに向けた寄せ書きや、壁画つくりなど、コロナ禍でもお家で
できるボランティア活動を企画中です！すみだボランティアセンター内でのボランティア活
動体験なども行う予定です。
[期

間] ７月 2１日（水曜）～ ８月 31 日（火曜）

[内

容]

区内の高齢者施設・障害者施設・児童施設・病院のご利用者さんに向けた
寄せ書き、塗り絵、壁画制作、ボランティア・地域団体での活動など

[対 象]

区内在住・在勤・在学の小学生以上

[定 員]

１00 名

[費 用]

保険料 350 円

[申込み]「20２１夏！体験ボランティア」に参加するためには、『事前説明会』への参加が必要
です。
※説明会日程は来月号でお知らせします。

すみだボランティアセンター
令和３年度 行事予定
令和３年度もすみだボランティアセンターでは、様々な事業を予定しています。
みなさまのご参加、お待ちしています！
１１日（火曜）

要約筆記講習会 開講式

中旬以降～

手話講習会初級・中級・上級 順次開講予定

３日（土曜）

すみだ地域福祉・ボランティアフォーラム
（会場：すみだリバーサイドホール他）

１１日（日曜）

２０２１夏！体験ボランティア申込 第一期受付開始

7 月２１日～
８月３１日

２０２１夏！体験ボランティア

初旬

点訳講習会（夜クラス）開講予定

中旬

ボランティアまつり

５月

7月

7月
8月
10 月

※新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、中止または延期となる場合があります。

ボランティア合同説明会のお知らせ
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。また今月は、有償ボランティア「すみ
だハート・ライン 21 事業」
「ミニサポート事業」の事業説明・登録受付も同時に行います。
【日 時】

５月 20 日（木曜）10：00～12：00

【場 所】

すみだボランティアセンター
（墨田区東向島 2-17-14）

【申込み】 電話で「すみだハート・ライン 21 事業室」へ
ＴＥＬ

03-5608-8102

個人登録ボランティアは 3 年ごとに登録を更新しています。すでに郵送、ＦＡＸなどで更新の
手続きをされたかたには、
「ボランティアだより 4 月号」に「登録証」を同封いたしました。
昨年は新型コロナウイルス感染症拡大で、通常のボランティア活動が難しい１年でした。
「活動
もしていないのに、更新するのは申し訳ない」という声も多く聞かれました。すみだボランティア
センターでは、コロナ禍でもできるボランティア活動や講座を企画中です。その際にはぜひ、ご参
加ください。また、現在ボランティア活動はしていないけれど、「ボランティアだより」は郵送し
てほしいというかたも、更新の手続きをお願いします。
5 月 21 日（金曜）までにご連絡のない場合は、登録を抹消させていただきます。

駐車スペースが少ないため、徒歩か自転車での

分館には駐輪場がありません。外手児童館学童

来所をお願いします。お車で来所の場合、近隣は

クラブ分室の駐輪場をご利用ください。

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。

