第１３回
福祉まつりボランティア

募集中！

３月１９日（土）※時間は下記参照
千代田区役所（九段南 1-2-1）
かがやきプラザ（九段南 1-6-10）
運営ボランティア
○会場案内○ブース運営○販売補助○会場設営等
①全日 9：00～17：00 ②ＡＭ 9：00～13：00
③ＰＭ 13：00～17：00
コンシェルジュ
○見どころ説明○質問受付○高齢者や車いすの補助等
①全日 10：30～16：15 ②ＡＭ 10：30～13：30
③ＰＭ 13：30～16：15
【事前説明会】※必ずご参加下さい

あい

３月１１日（金）１８:３０～２０:００
かがやきプラザ４階 研修室
ちよだボランティアセンター
TEL：03-6265-6522
FAX：03-3265-1902
E-mail：13th@chiyoda-cosw.or.jp

３月４日（金）

かがやきプラザ 高齢者活動センター

和紙アート★ワークショップ
雀
「創作和紙」サポートボランティア
子どもから高齢者まで、幅広い世代の方たちが、紙すき

認定 NPO 法人 アジア教育友好協会 AEFA

国際交流イベントのブース出展を
一緒に盛り上げてくれる方！
ラオスフェスティバルに出展する当団体のブースを企

を通して交流できるイベントです。ボランティアの方向け

画段階から中心となって活動していただける方を募集し

に、事前の説明会があるので、安心してご参加いただけま

ています。国際支援・交流に興味のある方、ぜひ一緒に活

す。モノづくりが好きな方、楽しみながらボランティアし

動しませんか？

たい方におすすめです。

5 月 28 日（土）・29 日（日）

①３月１１日（金）15：30～17：30

9：00～19：00（時間応相談）

②３月１２日（土）10：00～12：00

代々木公園イベント広場（東京都渋谷区神南 2-1）

＜事前説明会 ※参加必須＞３月１１日（金）13：00～
かがやきプラザ 1 階ひだまりホール

・展示物の準備・ワークショップ等の企画
・他ボランティアへの連絡・誘導（とりまとめ）

（九段南 1-6-10）

２～３名程

・紙すきをするのが難しい方のサポート

3 月 31 日（木）

・参加者同士が楽しく
できるよう声掛け等
各回 15 名
・汚れてもよい服装
・手をふくタオル

えいいん

〈事前準備〉
平日で応相談
アジア教育友好協会事務所
（九段南 2-3-22
九段中島ビル３F）
認定 NPO 法人アジア教育友好協会 AEFA（担当：山川）

かがやきプラザ 高齢者活動センター
TEL：03-3265-1161 FAX：03-3265-1162
E-mail：kagayaki@chiyoda-cosw.or.jp

TEL：03-6265-6490 FAX：03-6265-6491
E-mail：aefa@nippon-aefa.org
URL：http://www.nippon-aefa.org/

公益社団法人アムネスティ・インターナショナル

さくら美守り隊

日本
空いた時間でアムネスティの受付

桜が咲いたら千鳥ヶ淵

国際ＮＧＯアムネスティにかかってくるさまざまな電

お花見ボランティア募集！
さくら美守り隊は、さくら祭りの期間中、景観保全のた

話に対応していただく、大変重要なボランティアです。

めのさくら基金への募金の呼びかけ・千鳥ヶ淵緑道周辺の

週に一度、空いた時間を生かして、楽しくボランティアし

美化活動などの活動を行うボランティア団体です。

てみませんか？

さくらが好きな方、私たちと一緒に活動しませんか？

毎週金曜日 11:00～16:00
アムネスティ事務所
（神田小川町 2-12-14 晴花ビル 7F）
・アムネスティ会員、ヒューマンライツ・サポータ

ご連絡をいただけた方には、個別にご説明をいたします。
さくら祭り期間（3 月末～４月上旬頃の 10 日間）
（開花状況により変更になる場合があります）
千鳥ヶ淵緑道周辺（千代田区九段南）

ーであること（この機会に加入頂いても結構です）
・簡単な英会話ができること
電話対応、来客対応 ※その他、空いている時間に
簡単な事務作業もお願いする
ことがあります。
1名
交通費は 1 日
1,000 円まで支給。
公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
TEL：03-3518-6777 E-mail：info@amnesty.or.jp
ＵＲＬ：http://www.amnesty.or.jp

さくら美守り隊（担当：窪田）
TEL／FAX：03-3295-6480
E-mail：kubo-ta3@amber.plala.or.jp

三井住友海上火災保険株式会社

Wonder Art Production / ARTS for HOPE

震災から 5 年目のメモリアル展
『いま、ここで生きている』

３・11 あの日を忘れない
～コンサート・トーク・写真展～
① 「言葉と音楽の種まき」公演

参加無料

復興庁「心の復興」事業として、この 1 年間に訪れた

[出演者] 村上信夫（司会・朗読）
、井上理那（ピアノ） 被災地で生まれた作品約 800 点、現地の人たちのポート
八木倫明（ケーナ）
、藤枝貴子（アルパ）
、枝元一代（歌） レート、メッセージを一堂に紹介します。
3 月 10 日(木) 18：30～20：15（18 時開場）
0

3 月 5 日(土)～6 日(日) 10：00～20：00

三井住友海上駿河台ビル １階大ホール

※時間変更の可能性あり

(神田駿河台３－９)

JR 上野駅／グランドコンコース（中央改札外）

② 佐藤慧写真展＆ギャラリートーク

参加無料

【写真展】3/1(火)～25(金)10：00～17：00
（土日祝休館）＜申込み不要＞
【ギャラリートーク】3/11(金)18：30～20：00
（18 時開場）先着 40 名
ECOM 駿河台（神田駿河台３－１１―１）

【展示作品について】
ハッピードール：60 カ所
以上の仮設住宅や避難者交流
サロン、児童クラブ等で生ま
れた色とりどりの布でつくら
れた作品。
Wonder Art Production / ARTS for HOPE
TEL：03-6240-1525 FAX：03-6240-1528
E-mail：artsforhope@gmail.com
URL：http://artsforhope.info/

三井住友海上火災保険（株）地球環境・社会貢献室
TEL：03-3259-1329 FAX：03-3259-9318
URL：https://ms-seminar.smktg.jp/public/
seminar/

一般社団法人 日本損害保険協会

いのちの電話後援会事務局

東日本大震災 5 年シンポジウム
「もっと！防災」～大学生向け～

ノンフィクション作家 柳田邦男氏 講演会

「言葉の力、いのちの支え」
４月１６日（土）１４：００～１６：００

大学生を対象に、自然災害の防災・減災について考えます。
3 月 8 日（火）14：00～16：30（予定）

銀座ブロッサム中央会館（中央区銀座 2-15-6）

有楽町朝日ホール

前売り 1,000 円 当日券 1,300 円

(有楽町 2-5-1 有楽町マリオン 11F)
○基調講演「東日本大震災の教訓を活かして

【チケット申込】① FAX または② ハガキでのお申し
込みと共に、代金＋送料 90 円の振込みをお願いします。

～巨大自然災害(首都直下地震等)へどう備えるか～」

① FAX：０３－３２６４－４９４９

中林 一樹氏(明治大学大学院 政治経済学研究科特任教授)

② ハガキ郵送先：〒102-0071 飯田橋郵便局留
いのちの電話後援会

○パネルディスカッション

振込先：郵便口座番号 ００１２０－４－２４３１１

「防災・減災について考え、行動する」

加入者名 いのちの電話後援会

http://www.motto-bousai.jp/

一般社団法人 日本損害保険協会
千代田区神田淡路町 2-9 TEL：03-3255-1294

いのちの電話後援会事務局

TEL：03-3263-5794
（平日 13：00～17：00）

※詳しい情報は、各情報のホームページをご覧ください。

ちよだボランティアセンター

平成２８年度 地域福祉活動提案事業助成金

千代田区の地域福祉に貢献する高齢者・障がいのある方・子どもを対象としたボランティア・市民活動に対し、
その経費の一部を助成します！まずは説明会にご参加下さい。（日時：３月５日（土）10：00～11：00
場所：かがやきプラザ４階）
社会福祉法人 NHK 厚生文化事業団

http://www.chiyoda-vc.com/grant/17468

わかば基金

「わかば基金」は、地域に根ざした福祉活動を展開しているグループが活動の幅を広げるための支援をします。
平成 28 年 3 月 31 日（木）必着／郵送のみ
http://www.npwo.or.jp/

ちよだふくし編み山車ワークショップ
文・写真：鈴木 康平
全て寄付された物です。
唯一の男性参加者だった
方は中野区からの参加。学
生時代から編み物を続け、
「編み物仲間を作りたい」
と参加を決めました。
今年で１３回目を迎える「福祉

岩本町にある会社に勤務する女

まつり（３月１９日（土）に開

性は、祭り好きで、レース編みの

催）
」
。そこに飾られる２メートル

経験者。「自分が好きな物２つが

だ

し

の「ちよだふくし編み山車」作り

１つになったらどうなるのだろ

のワークショップが１月２４日、

う」、という好奇心を持っての参

アーツ千代田３３３１で開催さ

加。それぞれ、一心不乱に、時に

れました。

教えあいながら、かぎ針を動か

協力を依頼したのが、編み師の

し、作品を仕上げてゆきました。

２０３gow さん。ユニークな編

３時間の作業の末、モチーフ編

み物作品を発表し続けるアーテ

みを縫い合わせたパーツが完成

ィストです。今年の福祉まつりの

しました。色鮮やかで、帽子まで

キーワードの１つが「多世代交

被った松が誕生。２月６日にも作

流」
。「千代田区民が知っていて、

業を行い、２月１４日、３月１２

区を再確認できる物を皆で作り

日でパーツを縫い合わせ、完成の

たい」
、２０３gow さんが立てた

時を迎えます。

企画のコンセプト。祭りも盛んな

●㈱ニチイ学館お茶の水支店(神田駿河台
2-1-47)
●㈱東京リーガルマインド水道橋支店(三崎
町 2-2-15 ダヴィンチ三崎町)
●たんぽぽ舎(三崎町 2-6-2 ダイナミック
ビル５階)
●三崎町町会町会長(三崎町 2-16-2)
●田辺歯科クリニック(三崎町 2-21-10 渡
辺ビル２階)
●東日本旅客鉄道株式会社 水道橋駅(三崎
町 2-22-1)
●日本ケアフィット教育機構(三崎町
2-2-6 三崎町石川ビル)
●鳥どり(三崎町 2-10-10 後楽ビル)
●豊年屋(三崎町 2-13-5)
●後楽寿司(三崎町 2-16-10)

ご協力ありがとうございます。
一覧は、ボランティアセンターのホー
ムページの「関連・協力団体のリンク」
でご覧いただけます。

募集中！
ボランティア情報マガジン『ボランテ
ィア』をおいていただけるところを募
集しています。

土地柄、浮かんだのが山車作りで
した。大きなお堀の中にある江戸
城を中心に、二重橋、区花の桜、
区 木の松 、区鳥 の白 鳥が いる 、
「人々の想いの場」を表現したデ
ザイン。スポンジで形取りした、
これらを覆うモチーフ編みを作
スタンドも用意しています！

世にも珍しい「編み山車」。完

成しました。
区内や周辺から、６歳から５５

成した姿は、実際に福祉まつりへ

歳まで幅広い年齢層の２３人が

足を運び、みなさんの目で確かめ

参加。使用する数十種類の毛糸は

ていただきたいです。

※ 特別号発行予定のため、
今号はボランティア・イベント・助成金情報
のみの掲載となっております。

発行／社会福祉法人千代田区社会福祉協議会

鈴木 康平 さん
千葉在住です。
千代田区の魅力を
いろいろ知って
いきたいです。
ボランティア記者レポートは、ボランティアが
活動の現場を取材し作成した記事です。
メンバー随時募集中です。

移転しました！

ちよだボランティアセンター
〒102-0074 千代田区九段南 1-6-10 かがやきプラザ 4 階
開室日・時間 月～金曜日 ８：３０～１９：００
土曜日
８：３０～１７：００(開室時間が変わりました)
（※日曜・祝日はお休み）
ＴＥＬ ０３－６２６５－６５２２ URL http://www.chiyoda-vc.com/
ＦＡＸ ０３－３２６５－１９０２

E-mail volunteer@chiyoda-cosw.or.jp

Facebook、Twitter も見てね！
※当センターのホームページは、（株）大塚商会様の社会貢献活動の一環
としてご提供いただいております。

