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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

令和 3 年度要約筆記講習会
受講生まだまだ募集！！
新型コロナウイルス感染予防のためのマスク着用が、口の動きや顔の表情を見ながら相手の
言いたいことを読みとる聴覚障害者にとって大きなストレスとなっています。そんな時、情報
を文字にして伝えることは、多くの手話を使わない、聞こえない人や聞こえにくい人のサポー
トになります。要約筆記は、聞こえない、聞こえにくい人に対して、話しの内容をその場で要
約して文字にて伝える「筆記通訳」です。
聴覚障害者の支援やボランティア活動に関心のあるかた、ぜひこの機会に要約筆記を学んで、
ボランティア活動に活かしませんか。
【日 時】5 月 11 日～7 月 13 日
10：00～11：30

火曜

全 10 回

【場 所】すみだボランティアセンター 3 階 学習室
（東向島 2-17-14）
【対 象】講習会修了後に墨田区内でボランティア活動が
できるかた
【定 員】10 名（多数の場合は抽選）
[要約筆記講習会の様子]

【費 用】3,000 円
【締切り】４月１６日 金曜
【問合せ・申込み】

ホームページ内の専用フォームに入力又は電話でお申込みください。
①氏名（ふりがな）②住所

③電話番号

④年齢 ⑤メールアドレス（web 申込みの場合）
TEL：03-3612-2940（平日 9：00～17：30）

[申込フォーム]

※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

地域での活動

すみだ福祉保健センター（向島 3 丁目）

『隅田川怒涛』運営サポーター

【内容】 ①デイサービスの活動補助

【内容】 音楽とアートのフェスティバル『隅田川怒涛』

②お茶の準備、片付け

運営サポーター （会場設営・撤収、来場

③話し相手

者対応、誘導、ワークショップなど参加型

【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。

【日時】 2021 年春 各日 7：00～22：00（予定）
最大 8 時間 シフト制 休憩あり
【場所】 隅田川周辺

デイサービスるんるん（墨田３丁目）
【内容】 ①楽器演奏・演芸披露

プログラムのサポートなど）

②傾聴

③施設内のアルコール消毒
【日時】 曜日問わず 13：00～16：00
（都合のよい時間 応相談）
【場所】 施設内

【対象】 ・2021 年 4 月 1 日以降に 18 歳以上のかた
・4 月下旬開催予定のサポーターオリエン
テーションに参加できるかた、参加にあたり
「同意書」に同意いただけるかた
【申込・問合せ】

http://www.toppingeast.com/topics/1640/

【申込】 直接施設へ
℡ 03-6657-5301 担当 高橋
☆ マスク、消毒等、感染対策をしてボランティアを
受入れています。

担当：NPO 法人トッピングイースト
メール：vc@dotou.tokyo
℡：070-3409-0808（月～金 10：00～18：00）
☆ 謝礼、交通費・食事（食費）なし

東京清風園（立花１丁目）

☆ 参加者特典進呈

【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 田野
☆ 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。

☆ ボランティア保険は弊事務局負担で加入

介護老人保健施設
（横網２丁目）

ろうけん隅田秋光園

【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。

☆ 詳細はホームページをご覧ください。

①すみだボランティアセンター（東向島2 丁目）
②みどりコミュニティセンター（緑3 丁目）
【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】 ①毎週金曜、毎月第 3 月曜
②毎月第 4 水曜
①② 9：45～12：00、13：15～15：00 応相談
【場所】 ①すみだおもちゃサロン
すみだボランティアセンター1 階
②みどりおもちゃサロン
みどりコミュニティーセンター3 階 和室
【申込・問合せ】 墨田区社会福祉協議会
℡ 03-3614-3900 担当：地域福祉活動
☆ 子どもが好きなかた、お待ちしております。

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

園 芸 ボランティア

【内容】 「すみだボランティアだより」の封入れ・発送

【内容】 花壇の手入れ、水やり

【日時】 4 月 28 日 水曜 9：30～11：00

【日時】 火曜 10：00～12：00

【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

雨天中止
【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。

めてのかたでも簡単に、座ってできる作業です。

3 月 20 日、世田谷区にある「岡さんのいえ
TOMO」の小池良実氏、飯田智子氏から、
『みんな
のまちのお茶の間』をつくるために、これまで行っ
てきたこと、コロナ禍での様々な試み等を参加者
からの質問への回答を交えつつお話しいただきま [岡さんのいえ TOMO]
した。参加者からは「できることから始めていき
たい」「墨田にもできればいいと思いました」
「頑
張っている姿を見て感銘を受けました」といった
感想が聞かれました。

当日ご参加いただいた皆様、ありがとうござい
ました。
講演の模様は後日、墨田社協ホームページにて
公開の予定です。

すみだボランティアセンター式・アマビエチャレンジ作品展開催
新型コロナウイルス感染拡大防止とその終息を
願う中、脚光を浴びた妖怪アマビエ。すみだボラ
ンティアセンターでも、
「アマビエチャレンジ」と
称して、オリジナルイラストやぬりえを募集し、
集まりました作品を館内に掲示しています。
ぬりえと一緒に、写真を添えてくれたかた、医
療従事者あてにメッセージをくださったかた、か
わいいアマビエから独創的なオリジナルイラスト
など様々です。すみだボランティアセンターにい
らした際に、ぜひご覧ください。
作品は、
「墨田区社協公式 ユーチューブチャン
ネル」からもご覧になれます。
[オリジナルイラスト]

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

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】

4 月 23 日 金曜

【場

所】

すみだボランティアセンター（東向島 2－17－14）

【申込み】

13：30～15：00

電話ですみだボランティアセンターへ
TEL：3612-2940

個人登録ボランティアは 3 年ごとに更新しています。すでに郵送、ＦＡＸ等で更新の手続きを
されたかたには、今回発行した「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。
更新手続きがお済みでないかたは、ボランティアセンターまでお知らせください。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。

ボランティア団体登録は 1 年ごとの更新が必要です。令和 3 年度の更新締切りは 5 月 28 日
（金曜）です。まだ更新手続きが済んでいない団体は、締切り日までに更新書類をご提出ください。

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。

