高齢者

特別養護老人ホーム 癒しの里
No.高 01 高齢者の方々が生活されている場所です。
レクリエーションや体操を行っています。
社会福祉法人
三幸福祉会

南千住

住所：荒川区南千住 6-67-8
電話：03-3803-3700 FAX：03-3803-3780 担当者：堀内・花島
交通アクセス：京成線「千住大橋駅」・ＪＲ、日比谷線「南千住駅」より徒歩 12 分・都電荒川
線「荒川区役所」より徒歩 15 分・コミュニティバスさくら「南千住図書館」より徒歩 3 分

活動 お年寄りとの会話、タオル、洗濯物たたみ、そうじなど
◆時間：13：00 〜 15：00
◆学年：小 5 以上

高 01-1

◆場所：当施設
◆持参品：上履き、動きやすい服装、飲みもの

ハーフパンツ（短パン）、スカート、サンダルは不可。 説明会は当日、行います。夏休み以外にも、日常の活動のボランティア募集中

No.高 02 ０歳から高齢者まで全年齢対象の福祉施設です。
石浜ふれあい館

住所：荒川区南千住 3-28-2
電話：03-3805-5301 FAX：03-3805-5302 担当者：野中美江
交通アクセス：「南千住駅」から徒歩１５分

活動 高齢者事業のお手伝い
◆時間：10：00 〜 12：00

高02-1

◆場所：当館内
◆持参品：動きやすい服装

◆学年：小３以上

ボランティアの気持ちをお持ちの方ならば、歓迎します。

活動 高齢者事業のお手伝い
◆時間：13：00 〜 15：00

高02-2

◆場所：当館内

◆学年：小３以上
◆持参品：動きやすい服装

ボランティアの気持ちをお持ちの方ならば、歓迎します。

No.高 03 高齢者の方々が日中通われ、レクリエーションやリハビリ、入浴などを
行なっています。
荒川東部在宅高齢者通所サービスセンター

住所：荒川区荒川 1-34-6
電話：03-3805-5200 FAX：03-3802-1683 担当者：鈴木 大介
交通アクセス：都電荒川線「荒川区役所前」より徒歩 3 分
都バス「荒川一丁目」より徒歩 2 分

活動 ご利用者様へのお茶出しやお話相手、レクリエーションなどを
一緒に行う。

高 03-1

◆時間：9：00 〜 12：00 ◆学年：小 4 以上 ◆場所：２階デイルーム
◆持参品：エプロン・上ばき・動きやすい服装

服装：ジーンズ、ジャージ可。スカートや露出の多い服装は避けてください。

－
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高齢者

No.高 04 介護予防施設の為、高齢者の方々に健康で明るい生活を送って頂
けるように、色々な催しや趣味活動、事業を行っています。
荒川区立荒川老人福祉センター

住所：荒川区荒川 1-34-6
電話：03-3802-1666 FAX：03-3802-1683 担当者：金子・嶋村
交通アクセス：都電荒川線「荒川区役所前」より徒歩 3 分
日比谷線「三ノ輪駅」より徒歩 10 分
老人福祉センターの受付、事務のお手伝い

活動

高 04-1

◆時間：9：00 〜 11：00
◆学年：小 5 以上
◆場所：老人福祉センター１階 ◆持参品：動きやすい服装

肌の露出の多いものは不可。女子はズボン着用。受付で元気にあいさつしたり、簡単な事務作業のお手伝いです。ぜひ、ご参加ください。

活動

盆踊り大会の準備及び参加

高 04-2

◆時間：12：30 〜 15：30
◆学年：小５以上
◆場所：4F 会議室
◆持参品：動きやすい服装

７月２６日（水）
２名

肌の露出の多いものは不可。女子はズボン着用

No.高 05

認知症対応型共同生活介護グループホームかりーの

認知症の高齢者の方々が暮らしているお家です。

！

住所：荒川区荒川 6-41-4
電話：03-3819-5564 FAX：03-3819-5723 担当者：石渡（ホーム長）
交通アクセス：都電荒川線「町屋二丁目」の電停の目の前、
1 階大泉内科クリニック

ぶーん

活動 一緒にお菓子を着つくったり、お皿にもったり、花に水やりをしたりなど
◆時間：9：00 〜 16：00 の内 3 時間以上(申込み書に時間を記入下さい）

高 05-1

◆学年：小３以上 ◆場所：グループホームかりーの
◆持参品：動きやすい服装 ※午前と午後にかかる場合は昼食代 300 円

おやつをはさんで、高齢者のお話しを聞き、“一緒にすごす”ことを体験していただく。

No.高 06 高齢者の方々の通いの施設です。お話しをしたり、ゲームをしたり、
歌を歌ったり、楽しく体を動かしたりしています。
西尾久西部在宅高齢者通所サービスセンター

住所：荒川区西尾久 6-17-3
電話：03-3894-2261 FAX：03-3894-2270 担当者：山口玲宏子
交通アクセス：都電荒川線「荒川遊園地前」より徒歩 4 分

活動 高齢者の方々とのお話し相手、レクリエーションのお手伝いなど
◆時間：13：30 〜 15：00
◆学年：小１以上

高 06-1

◆場所：上記施設
◆募集条件：
◆持参品：上履き・動きやすい服装

小1から

低学年の児童は、保護者の送迎をお願いいたします。
－
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ぶーん

高齢者

No.高 07

介護老人保健施設 ひぐらしの里

ご利用者様、ご家族様の信頼にお応えできる様、スタッフが
協力して心のこもったケアの提供に務めております。
住所：荒川区西日暮里1-4-1
電話：03-3803-5153 FAX：03-3806-6806 担当者：志摩 安子
交通アクセス：都電荒川線「三ノ輪橋」より徒歩２分
日比谷線「三ノ輪」より徒歩５分

活動 介護の見学、利用者様とのコミュニケーション
◆時間：9：30〜 12：00
◆学年： 小６

他07-1

◆場所：ひぐらしの里通所リハビリテーション
◆持参品：エプロン、動きやすい服装

◆募集条件：

笑顔あふれるセンターをモットーに利用者と楽しい一日をすご
No.高 08 しています。

西尾久東部在宅高齢者通所サービスセンター

住所：荒川区西尾久 1-1-12
電話：03-3893-3515 FAX：03-3893-3599 担当者：三川、宮崎
交通アクセス：都電「宮の前」停留所徒歩 10 分、舎人線「赤土小学校」
徒歩 10 分、JR 山の手線「田端駅」徒歩 15 分

活動 高齢者とのコミュニケーション活動(体操、レクリエーション）への参加、お茶出しなど
9：00 〜 16：00

高08-1

小４以上

信愛のぞみの郷 1F
・水とう・タオル・お弁当持参

動きやすい服装（ジャージ可）、靴はスニーカーで（サンダルは不可）
体調不良などの症状があるときは、申告をしてください。

日本は1997年に少子社会となり、子どもの数が少なくなっています。

こ

子ども
かつどう

にかかわる活動

日本の総人口は2005年に戦後初めて自然減少しました。
その少子
化の影響は、
さまざまなものありますが、子ども数の減少による子ど
も同士、特におにいさんやおねいさん、弟、妹などいろいろな年齢の
子ども同士がいっしょに遊ぶ機会が少なく、子どもの社会性がはぐく
まれにくくなるなど、子ども自身の健やかな成長への影響が懸念さ
れます。
ぜひ、おもちゃ図書館や子育て支援団体、保育園などでおにいさん、
おねえさん体験をしてください。

子どもの数が少なくなっています。
－
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－

子ども

No.子 01

おたけの郷おもちゃ図書館子育て交流サロン

特別養護老人ホームおたけの郷に、毎週１回出前で開催。
小さな子どもたちが、保護者と一緒に遊ぶ場所です。
住所：荒川区町屋 7-18-11 おたけの郷
電話：03-3802-3338 FAX：03-3802-3831 担当者：木場・堀内
交通アクセス：「町屋駅」京成電鉄「町屋駅」都電荒川線「町屋駅前」
ここ
徒歩約 15 分 自転車約 5 分

活動

子どもの遊び相手
おもちゃの消毒や掃除の手伝い
◆時間：9：30 〜 11：45
◆学年：小１、小２限定
◆場所：おたけの郷 1 階地域交流サロン
親子OK
小1から
◆持参品：エプロン・動きやすい服装・飲み物（水筒・ペットボトルなど）

子01-1

送迎は、保護者の方にお願いします。
もちろん、保護者の方の参加も歓迎です。

No.子 02

荒川区立第二南千住保育園

広い園庭、明るい保育園。
0 〜５才までの園児が毎日元気にすごしています。
細菌
住所：荒川区南千住 2-21-6
検査要
電話：03-3801-7700 FAX：03-3801-0900 担当者：中嶋里美
交通アクセス：「南千住駅」より 徒歩 5 分

活動 ◆時間：9：00 〜 12：00

子どもたちのお世話、園の清掃のお手伝い。

◆学年：小５以上
◆場所：保育室及び園庭、プール
◆持参品：エプロン・上ばき・手拭きタオル・水筒・動きやすい服装
着替え一式（汗をかくので）

子02-1

外あそびもあるので運動靴ぐつで来てください。

No.子 03

南千住七丁目保育園

生後57日から就学前のお子さまを日中、お父さん、お母さん方
からお預かりしている保育園です。お子さんが楽しく過ごせる
ようにしています。

住所：荒川区南千住 7-20-13
電話：03-5615-0531 FAX：03-5615-0534
交通アクセス：「南千住駅」より徒歩 10 分

担当者：高野美佐子

活動 保育士の手伝い、園児と遊ぶ、片づけ、整理整とん、そうじなど
◆時間：9：00 〜 16：00 ◆学年：小５以上

子03-1

◆場所：保育室及び園庭 ◆持参品：上履き・動きやすい服装、
水分、帽子、運動靴、昼食を持参する、ぬれる場合あるので着がえ。

スカートや肌の露出の多い服装は不可。園児にけがをさせないように遊んでください。水分は少しずつ飲んで下さい。

130名近い0〜５才児までの子ども達が元気一杯に過ごして
No.子 04 汐入とちのき保育園
います。遊びの中からいろんな事を学び、自分を大好きな子に。

細菌
検査要

住所：荒川区南千住 8-3-3
電話：03-5604-0510 FAX：03-5604-0511 担当者：園長 磯田はるみ
交通アクセス：JR常磐線「南千住駅」より徒歩15分。日比谷線「南千住駅」より徒歩15分。

汐入とちのき保育園

活動 保育の補助、室内掃除、小さい子どものお世話
◆時間：9：00 〜14：00
◆学年：小 3 以上

◆場所：当施設
◆募集条件：昼食は子どもたちと一緒に食べますので給食を食べて
いただきます。◆持参品：エプロン、動きやすい服装、施設の昼食（350円）

子 04-1

説明会は、初日にさせて頂きます。爪は短く、長い髪の毛は束ねてください。
－
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子ども

No.子 05

かがや保育園

0歳児〜 2 歳児の乳幼児保育、保育時間

7：00 〜 20：30

住所：荒川区荒川 1-17-3
電話：03-3806-0623 FAX：03-3806-6421 担当者：髙山 聖子
交通アクセス：都電荒川線「荒川区役所前」より徒歩 2 分

細菌
検査要

活動 食事やミルクをあげたり、子ども達と遊ぶお手伝い
◆時間：9：00 〜 12：00
◆学年：小３以上

子05-1

◆場所：かがや保育園 ◆募集条件：細菌検査
◆持参品：エプロン･タオル・水筒・三角布･動きやすい服装

公園へ出かける場合もあるので、運動靴をはいてきてください。

No.子 06

尾久隣保館保育園

0 歳児から 5 歳児までの乳幼児をお預りして
保育を行っている保育園です。
住所：荒川区町屋 6-28-11
電話：03-3892-0357 FAX：03-3892-4195 担当者：坂本 智子
交通アクセス：都電荒川線・京成線・千代田線「町屋駅」より
徒歩 15 分

（小さい子ども達の遊び相手）
活動 保育のお手伝い。
◆時間：9：00 〜 13：00
◆学年：小３以上

子06-1

◆場所：保育室および園庭 ◆募集条件：ひとり最大２日（２回）まで限定。
◆持参品：動きやすい服装・水分補給用の水筒・昼食は用意します。

水あそびなどで足元がぬれてもいいように、サンダル、足ふきタオルを 1 本持ってきてください。

No.子 07

荒川区立第二東日暮里保育園

0 歳児から就学前までの子ども達を保育する施設です。

住所：荒川区東日暮里 1-17-21-101
電話：03-3801-0400 FAX：03-3801-0400 担当者：横山美佐江
交通アクセス：都電「三ノ輪橋」
ﾒﾄ「
ﾛ 三ノ輪」より徒歩５分

活動 乳幼児の子どもと遊んだり、着脱の手伝い
◆時間：9：00 〜 12：00 ◆学年：小 3以上

子07-1

◆場所：当保育園
◆持参品：上履き・動きやすい服装

水遊びの際にぬれることもあるので、着がえ、タオルも持ってくてください。

No.子 08

荒川区立ひぐらし保育園

0 歳児から就学前までの子どもたちが生活しています。
夏は、水あそびを元気いっぱい楽しんでいます。

住所：荒川区西日暮里 5-35-9
電話：03-3803-2381 FAX：03-3803-2382 担当者：加藤亮子
交通アクセス：ＪＲ・千代田線「西日暮里駅」
都バス「西日暮里駅前」より徒歩 2 分

活動 子ども達と一緒に遊びます。（天気ならプールに入ります。）
◆時間：9：00 〜 12：00 ◆学年：小６

子08-1

◆場所：上記の通り ◆持参品：エプロン･上履き・三角巾・ハンドタオル・外靴
プールに入ることが可能であれば水泳の用意（水着、帽子、バスタオル）

子どもと関わるので、つめは短く切る。長い髪は束ねる。スカート不可。
－
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細菌
検査要

1

子ども

No.子 09

なかよし保育園（認証保育園）

0、1、２歳児をお預かりしている小規模保育園です。
アットホームな雰囲気が特徴です。

住所：荒川区東日暮里 1-6-9
電話：03-3805-7132 FAX：03-3805-7132 担当者：西尾
交通アクセス：都電「三ノ輪橋」
ﾒﾄ「
ﾛ 三ノ輪」より徒歩２分

（プールあそび）
活動 保育のお手伝い。
◆時間：9：30 〜 12：30 ◆学年：小５、小６

子09-1

◆場所：当保育園
◆持参品：エプロン・タオル・水筒・動きやすい服装

服装は：動きやすいジャージ、エプロン、
、ハンカチの用意。多くの方々の参加よろしくお願いします。

No.子 10

荒川おもちゃ図書館子育て交流サロン

ママ・パパと一緒に、障がいのある子も無い子もおもちゃを通して、
楽しく遊べる場所です。

住所：荒川区南千住 1-13-20
電話：03-3802-3338 FAX：03-3802-3831 担当者：堀内･木場
交通アクセス：都電荒川線「三ノ輪橋駅」より徒歩２分
日比谷線「三ノ輪駅」より徒歩 5 分

活動 おもちゃの準備や片付け、そうじ、子どもの
遊び相手などです。

子10-1

※9:35〜9：40までに来館ください。

小1から

◆時間：9：45 〜 11：45
◆学年：小１以上
◆場所：荒川社協 3 階おもちゃ図書館 ◆持参品：活動しやすい服装・エプロン

小さな子どもやママとお話をしたり、いっしょに遊んだりできます。

No.子 11

汐入おもちゃ図書館子育て交流サロン

小さな子どもたちが、保護者と一緒に遊ぶ場所です。

住所：荒川区南千住 8-12-5-109 べるぽうと汐入東館 1 階
電話：03-5615-4815 FAX：03-5615-4816 担当者：小林
交通アクセス：ＪＲ・日比谷線「南千住駅」より徒歩１５分
東武線「牛田駅」・京成線「関屋駅」より徒歩 10 分
子どもの遊び相手
おもちゃの消毒や掃除の手伝い
◆時間：10：00 〜 12：00
◆学年：小 4 以上 ◆場所：汐入おもちゃ図書館子育て交流サロン
◆持参品：動きやすい服装・エプロン・飲み物（水筒・ペットボトルなど）

活動

子11-1

はなみずき通り
東京リバーサイド病院
交番

南千住
さくら保育園

けやき通り
汐入とちのき
保育園
とちのき通り
汐入小

一日のうち、午前か午後どちらかの時間にして下さい。床に座るため、
ズボンの方が動きやすくおすすめです。

活動 子どもの遊び相手
◆時間：14：00 〜 16：00

子11-2

おもちゃの消毒や掃除の手伝い

◆学年：小 4 以上 ◆場所：汐入おもちゃ図書館子育て交流サロン
◆持参品：動きやすい服装・エプロン・飲み物（水筒・ペットボトルなど）

一日のうち、午前か午後どちらかの時間にして下さい。床に座るため、
ズボンの方が動きやすくおすすめです。

－
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子ども

No.子 12

おぐぎんざおもちゃ図書館子育て交流サロン

小さな子どもたちが、お母さんやお父さんと一緒に来て遊ぶサロンです。
商店街の中にあり、お買い物の途中でも寄れるサロンです。
住所：荒川区東尾久 4-19-8
電話：03-6240-8101 FAX：03-6240-8101 担当者：川上 明子
↑
町
交通アクセス：都電荒川線・日暮里舎人ライナー「熊野前」より徒歩９分
屋
日暮里舎人ライナー「赤土小前」より徒歩 4 分

活動

おもちゃの準備や片付け、子どもの遊び相手などです。
小1から
◆時間：10：30 〜 12：30 ◆学年：小 1 以上
◆場所：当サロン
◆持参品：動きやすい服装（ジャージ・ジー
ンズも可）・エプロン（無しでも可。貸出しもできます。）

子12-1

熊
野
前

尾久橋通り

熊
野
小 前
台
熊野前商店街
↓

おぐぎんざおもちゅ図書館
子育て交流サロン
おぐぎんざ商店街

床に座るため、ズボンの方が動きやすくおススメです。（立ったり座ったりするため）かわいい赤ちゃんと一緒に心が癒されます。ボランティアさんの笑顔、いつも募集してます！

住所：荒川区東尾久 4-19-8
電話：03-6240-8101 FAX：03-6240-8101 担当者：川上 明子
交通アクセス：都電荒川線・日暮里舎人ライナー「熊野前」より徒歩９分
日暮里舎人ライナー「赤土小前」より徒歩 4 分

活動

おもちゃの準備や片付け、子どもの遊び相手などです。
小1から
◆時間：13：30 〜 15：30 ◆学年：小 1 以上
◆場所：当サロン
◆持参品：動きやすい服装（ジャージ・ジー
ンズも可）・エプロン（無しでも可。貸出しもできます。）

子12-2

↑
町
屋
熊
野
前

尾久橋通り

熊
野
小 前
台
熊野前商店街
↓

おぐぎんざおもちゅ図書館
子育て交流サロン
おぐぎんざ商店街

床に座るため、ズボンの方が動きやすくおススメです。（立ったり座ったりするため）かわいい赤ちゃんと一緒に心が癒されます。ボランティアさんの笑顔、いつも募集してます！

No.子 13

荒川区立熊野前ひろば館

0 〜 18 歳未満の児童とその保護者が利用できる児童館です。

住所：荒川区東尾久 5-9-3 アクト 21 ２階
電話：03-3893-2362 FAX：03-3893-2362 担当者：坂野･村田
交通アクセス：都電荒川線「熊野前」より徒歩 3 分
日暮里･舎人ライナー「熊野前」より徒歩 3 分
「夏のくまっこタイム」赤ちゃんや幼児と一緒に体操したり、リ
ズム遊びをしたり、紙芝居、手遊び等を行います。
◆時間：10：30 〜 12：00 ◆学年：小４以上 ◆場所：館内 多目的室
◆募集条件：※説明会に参加してください。 ◆持参品：動きやすい服装
（スカートは不可）肌の露出の多い服装は不可。水分を持ってきてください。

活動

子13-1

※かならず説明会に参加：7/21（金）10:00〜11:00（参加出来ない場合は、個別に行います）

活動

「くまっちふれあい夏まつり」ゲーム屋、おかし屋、リサイクル
マーケット等のコーナーで幼児と交流したりお店の係をしたりします。
◆時間：10：00 〜 16：00 ◆学年：小４以上 ◆場所：館内
◆募集条件：※説明会に参加してください。 ◆持参品：動きやすい服装
（スカートは不可）肌の露出の多い服装は不可。水分を持ってきてください。

子13-2

※昼食は持参しても、食べに帰ってもOK。※かならず説明会に参加：8/23（水）15:00〜16:00（参加出来ない場合は、個別に行います）
－
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子ども

No.子 14

西尾久ふれあい館

乳幼児事業･児童事業･中高生成人事業･高齢者事業･学童ク
ラブを運営する複合施設です。
住所：荒川区西尾久 8-33-31
電話：03-3810-6219 FAX：03-3810-6251 担当者：鈴木 祥代
交通アクセス：都電荒川線「荒川車庫前」徒歩１分
ＪＲ「尾久駅」より徒歩１０分

活動 ◆時間：13：40 〜 14：15

幼児向け絵本の読み聞かせ

子14-1

尾久第六小学校

西尾久
ふれあい館

荒川車庫

町屋→

都電

荒川車庫前

◆学年：小３以上
←王子
◆場所：当ふれあい館
◆持参品：動きやすい服装（ジーンズ可）
スカートや肌の露出の多い服装は不可。タオル。

幼児向けの本や紙しばいを元気に読んでいただきたいです。

No.子 15

西日暮里ふれあい館

赤ちゃんからお年寄りまで利用する施設です。

住所：荒川区西日暮里 6-24-4
電話：03-3819-6945 FAX：03-3819-6946 担当者：上山 砂輝子
交通アクセス：「西日暮里駅」より徒歩 10 分 「新三河島駅」より徒歩 8 分
都バス・町屋さくらバス「新三河島バス停」より徒歩８分

活動

明治通り

冠新道

冠新道入口

荒川税務署

社

プ本

幼児タイムのお手伝い(手あそびや紙芝居を読んでもらいます。）
◆時間：9：00 〜 12：00
◆学年：小３以上 ◆場所：３階多目的室
◆持参品：動きやすい服装

ナッ

クリ

第六日暮里小

子15-1

線

本

成

京

小さい子どもさんが好きな人。手遊びをしたり、紙芝居を読んだりします。（タイムの前に練習しますので大丈夫です）この日は職員として動きます。

No.子 16

みんなの実家＠まちや ( 実家倶楽部 ）

子育て中の親子がホッとできる実家の様なサロンです。

住所：荒川区町屋 5-5-5 みんなの実家＠まちや
電話：03-3809-4035 FAX：03-3809-4035 担当者：髙山･藤田
交通アクセス：都電荒川線・京成線・千代田線「町屋駅」より
徒歩 12 分

活動 母親の話し相手、子どもの遊びの見守り
◆時間：14：30 〜 16：30

子16-1

◆学年：小 4 以上 ◆場所：みんなの実家＠まちや
◆募集条件：
◆持参品：動きやすい服装・エプロン・ハンカチ

スカートや素足不可、髪が長い人は結ぶ物を用意してください。

No.子 17

あらかわ冒険遊び場の会

子どもたちの自主性を育て、生きる力を育てる居場所づくり
おもいっきりあそぼう★をモットーに、木登りや昔あそび、ハ
ンモック etc. 自由にあそぶ
何人でも可

住所：( 会場 ) 荒川区西日暮里 3−5−5 西日暮里公園
電話：
FAX：
担当者：小宅 くう
交通アクセス：JR・千代田線「西日暮里駅」よりすぐ、「日暮里駅」１０分

活動

子17-1

自分の責任で自由にあそぶ・♪弁当とケガは自分持ち♪
親子OK
◆時間：10：00 〜 15：00 ※雨天中止
小1から
◆学年：小 1 以上 何人でも可 ◆場所：西日暮里公園 ◆募集条件：
◆持参品：汚れてもいい服装･着がえ・くつ・お弁当・飲料水

夏休みのすてきな想い出★いっぱいあそぼう！！！
－
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西日暮里公園

王子
上野

西日暮里駅
放射11号

８月６日（日）
何名でも OK

障がいのある人もない人も、社会の一員として、互いに

しょう

尊重し、支え合いながら、地域の中でともに生活する社

しゃ

障がい者

会こそ当たり前の社会であるというノーマライゼーショ
ンの理念を具体化するため、誰もが地域で安心して暮
らし、当たり前に働ける社会の実現に向けて、みんなで

かつどう

考え、行動しましょう。

にかかわる活動

だれでもいっしょ、みんなの地域。
障がい

No.障 01

手話サークル

朝の会

手話を学び、手話を通じて聴覚に障がいを持つ方々との交流を図り、
共に活動することにより福祉に対する理解を深める。

住所：（活動先）荒川区荒川 2-57-8 アクロスあらかわ（荒川区立障害者福祉会館）
電話：03-3891-6769 FAX：03-3891-6769 担当者：乳井 健
交通アクセス：（会場）都電荒川線・京成線「町屋駅」より徒歩 5 分
都電荒川線「荒川 7 丁目」より徒歩 3 分

活動 手話の学習、聴覚に障がいをお持ちの方との交流
◆時間：10：00 〜 12：00 ◆学年：小 1 以上 ◆場所：アクロスあらかわ

障01-1

◆募集条件： 小学生低学年は、保護者の付き添いをお願いします。
３回以上の参加が望ましいです。◆持参品：ナシ

No.障 02

小1から

親子OK

荒川区聴覚障害者協会 手話ボラニアム “出逢いのひろば

荒川区の聴覚障がい者の団体です。

住所：( 連絡先）荒川区荒川 2-57-8 （会場）アクロスあらかわ
FAX：03-3892-9777
担当者：寺澤
交通アクセス：（会場）都電荒川線・京成線「町屋駅」より徒歩 5 分
都電荒川線「荒川 7 丁目」より徒歩１分
手話ゲームやゼスチャーゲーム、手話音楽、
◆時間：13：30 〜 16：00 ◆学年：小 1 以上
親子OK
小1から
◆募集条件：必ず保護者の送迎を
◆場所：アクロスあかかわ
お願いします
◆持参品：水分補給用の飲み物

活動

障02-1

身振りや手振り、手話たっぷりの耳の不自由な人や手話ボランティアを志す人たちに出逢い、一緒に体験してみませんか？手話が始めての方

－

16

－

７月３０日 ( 日 )
１５名

