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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

駅の階段の手すりや券売機、エレベーターの押しボタンの上などに付けられている
小さな点を見たことがありますか。小さな点の固まりでできたこの文字を点字といい
ます。
点字は視覚障害の方が手で触って読む特殊な文字と考えがちですが、規則さえ覚え
てしまえば誰でも読み書きすることができます。あなたも点字に挑戦してみませんか。
今回の講習会では、初歩から始めて実践的なパソコンでの点訳を勉強します。
関心のあるかた、ぜひお申し込みください。
【日

時】 令和 2 年 10 月 6 日～令和 3 年 3 月 16 日までの毎週火曜日（全 20 回）
18：30 ～ 20：30
★11 月 3 日、12 月 22 日、29 日、2 月 23 日は休講

【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）
【定

員】 15 名

【費

用】 5,000 円（教材費等）

【対

象】 講習会修了後に、墨田区内で障害者福祉の
ためのボランティア活動ができるかた

【申込み】 ホームページ内の申込みフォームに入力又は、
電話でお申込みください。

[点訳講習会の様子]

※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
すみだ福祉保健センター（向島３丁目）

桜花乃郷

【内容】 ①日中活動補助（お茶の準備、話し相手）
②趣味・特技を教えてくださるかた
（書道、楽器演奏等応相談）
【日時】 月曜～土曜 10：00～15：00（応相談）
【場所】 施設内 2 階デイルーム
【申込】 すみだボランティアセンターへ
☆ 初めてのかたもお待ちしています。

【内容】 ①傾聴

東京清風園（立花１丁目）

【申込】 直接施設へ

墨田の家（墨田３丁目）
②楽器演奏

③特技の披露、レクリエーション補助
【日時】 ①曜日問わず 10：00～17：00
（都合のよい時間 応相談）
②③火曜以外 14：00～16：00
（曜日、時間は応相談）
【場所】 施設内

【内容】 ①シーツ交換 ②食器洗い
③園芸（屋上の水やり、植付けなど）
④掃除（車いす、家具、浴室など）
【日時】 ①土曜 9：30～10：30（月 1 回から可）
②③④応相談 （１時間～）
【場所】 施設内
【申込】 直接施設へ
℡ 03-6861-8771 担当 斎藤
☆ コロナウイルス感染症の対策として、現在ご入
居者と関わる活動は中止しています。「まずは
話を聞いてみたい」というかた、お気軽にご連絡
ください。

℡ 03-6657-0218 担当 的場
☆ 小規模のデイサービスでとてもアットホームな施
設です。皆さんとても歌の好きなかたばかり集
まっています。お気軽にご連絡ください。
☆ 往復で 500 円までの交通費は負担します。

介護付有料老人ホーム プレザンメゾン墨田立花
【内容】 ①話し相手、活動補助
②演芸、楽器演奏、歌などの披露
【日時】 曜日を問わず 10：00～17：00 で都合の良い時間
【場所】 施設内
【申込】 直接施設へ
℡ 03-5655-2021 担当 大塚

よりあいデイ・つくし（本所 1 丁目）
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。

【内容】 ①演奏、歌などの演芸披露
②調理補助、食器洗い
【日時】 ①月曜～土曜 14：30～15：30 １時間程度
②月曜～土曜 11：30～13：30（曜日は応相談）
【場所】 施設内
【申込】 直接施設へ
℡ 03-6658-8358 担当 百瀬
☆ 地域に根差して 11 年目。笑顔のあふれる、家
庭的な施設です。

［２］

ハブラシ・リサイクルプログラムをご存じですか？

ハブラシ回収 BOX は、ボランティアセンター
３階のエレベーターホールに設置しています。
また、筒型の使い切り電池の回収 BOX も
設置しています。

［3］

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、お気軽に下記へご連絡ください。
【日 時】

9 月 25 日 金曜

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

すみだボランティアセンター（東向島2 丁目）
【問合せ先】
すみだボランティアセンター
ＴＥＬ：03－3612－2940
すみだボランティアセンター分館
ＴＥＬ：03－5608－2940

【内容】 「すみだボランティアだより」の封入れ・発送
【日時】 9 月 30 日 水曜 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
初めてのかたでも簡単に座ってできる作業です。
☆ 「すみだボランティアだより」は、毎月多くのボラン

ボランティア募集は、墨田区社会福祉協議会
のホームページ「ボランティア掲示板」から
もご覧いただけます。
https://www.sumida-shakyo.or.jp/board

ティアのご協力で封入れ・発送されています。

分館には駐輪場がありません。外手児童館
学童クラブ分室の駐輪場をご利用ください。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。

駐車スペースが少ないため、徒歩か自転車
での来所をお願いします。お車で来所の場合、
近隣は道が狭いのでご注意ください。
［4］

