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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では、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。今年度は例年行っているボランティア団体活動体験の他に、コロナ禍
でも気軽に行える活動メニューを用意しています。
ボランティアに興味はあるけれど、なかなか始めるきっかけがないかたや、「普段とは違う活
動をしてみたい」というベテランボランティアのかたも大歓迎です。
多くのかたのご参加をお待ちしています！
[活動期間] ７月 21 日(水曜)～８月 31 日(火曜)
[内

容]

ボランティア活動体験や区内の福祉施設のご利用者さん・職員の皆さんに向けた
暑中（残暑）見舞い・寄せ書き付き壁画の作成 など

[対

象]

区内在住・在勤・在学の小学生以上

[定

員]

100 人（先着順）

[費

用]

保険料 350 円
その他、活動によってはハガキなどの費用が必要な場合があります。

[申込み] 「20２１夏！体験ボランティア」に参加するためには、『活動者説明会』への参加が
必要です。いずれかの説明会に必ずご参加ください。 ⇒ 説明会日程表は３面です。

〔絵手紙体験〕

〔ハンドベル演奏体験〕

※新型コロナウイルス感染症拡大以前の写真を使用しています。

〔点字体験〕

＜日本語指導＞
日本語教室「ようこそ」

すみだにぼんごボランティア２１

子どもからお年寄りまでの外国の

在住外国人に日本語を教えていま

かたに日本語を教えています。日本

す。テキストを用いて日本語を教え

語教室を通して、交流を図ります。

る補助ボランティアを体験します。

＜点訳体験＞

＜絵手紙つくり＞

すみだ点訳ひかり会

点訳「きつつき」

点訳体験を通し、視覚

点訳活動を行い、視

障害者への支援や、ボ

覚による情報障害を

ランティアとはなに

もつかたへの情報提

かを学びます。

供、サポート活動を
行っています。

絵手紙サークルさくら会
絵手紙の書（描）きかたを教

＜ハンドベル体験＞

えています。基本から創作

ふれあいベルすみだ
楽譜が読めなくても大丈夫！

まで、楽しくつくりましょ

ミュージックベルを鳴らしながら

う。

楽しみましょう。

＜花壇ボランティア＞

すみだボランティアセン

＜情報誌発送準備＞
「すみだボランティア

ターにて、毎週火曜の午前

だより」の封入れ・ラベ

中に活動しています。

ル貼りなどの発送作業

汚れてもよい服装をご用

を行います。

意ください。

＜暑中（残暑）見舞い作成＞

＜寄せ書き付き壁画作成＞

皆さんから寄せ書きや折り紙
などの作品を作成していただ
き、大きな壁画にして区内の
区内の福祉施設のご利用
者さん・職員の皆さんに向
けて暑中見舞い・残暑見舞
いを作成します。

福祉施設にお届けします。

≪第 1 期説明会≫
第1回

7 月 11 日（日曜）10：00～11：00

第2回

7 月 11 日（日曜）13：30～14：30

第3回

7 月 12 日（月曜）16：00～17：00

[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）

[参加申込み受付期間] 第 1 回説明会終了後から 7 月 16 日（金曜）17：00 まで
≪第２期説明会≫
第4回

7 月 25 日（日曜）10：00～11：00

第5回

7 月 25 日（日曜）13：30～14：30

第6回

7 月 26 日（月曜）10：00～11：00

[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）

[参加申込み受付期間] 7 月 25 日（日曜）10：00 から 7 月 30 日（金曜）17：00 まで

[定

説明会申込みフォーム

員] 各回先着 15 人まで

[申込み]

すみだボランティアセンターへ
電話か申込みフォームからお申込みください。
月曜～金曜（祝日除く） TEL：3612-2940

※説明会参加申込み者がいない回は、中止となります。事前の申込みをお願いします。
※ボランティア参加申込みは、説明会に参加した人のみ受付けます。
※7 月 17 日（土曜）～7 月 24 日（土曜）の期間はボランティア参加申込みを行いませんので、
ご注意ください。

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。

※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
高齢者施設
東京清風園（立花１丁目）

すみだ福祉保健センター（向島 3 丁目）

【内容】 ①シーツ交換

【内容】 ①デイサービスの活動補助
②お茶の準備、片付け

②屋上花壇の水やりなど

③話し相手

【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）

【日時】 月曜～土曜 10：00～16：00（応相談）

【場所】 施設内

【場所】 施設内

【申込】 直接施設へ ℡03-6861-8771 担当：田野

【申込】 すみだボランティアセンターへ

☆ 初めての方、介護の現場に興味がある方、

☆ お気軽にお問合せください。

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
情報誌発送準備

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】 6 月 30 日 水曜 9：30～11：00

【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 3 階学習室
【申込】 すみだボランティアセンターへ

【場所】 すみだボランティアセンター（東向島 2 丁目）

☆ 今月から申し込みが必要となりました。

【申込】 すみだボランティアセンターへ

☆ 封筒への宛名シール貼り、たよりの封入れなど初

☆ 汚れてもよい服装でご参加ください。

めての方でも簡単に座ってできる作業です。

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】 6 月 22 日（火曜）13：30～15：00

【場

所】 すみだボランティアセンター（東向島 2-7-14）

【申込み】 すみだボランティアセンターへ
TEL：3612-2940

