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ボランティア活動やＮＰＯ、地域貢献活動に関する情報満載！
！

葛飾区社会福祉協議会
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いいね！かつしか
「かつしか子育てネットワーク」
出張相談＆専門相談
介護支援サポーター募集、
ボランティア募集
講座開催報告
福祉教育推進協力校ボランティア活動
（中青戸小学校）
ボランティア活動パネル展開催中、
葛飾協働まちづくり表彰式、講座開催報告
ボランティア活動室をご利用ください！LINE 始めました♪
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「いいね！かつしか」
では、葛飾区内で活動する市民
活動団体を紹介しています。今回ご紹介するのは、主に
子育てに関する活動をしている団体・個人で構成され
ている
「かつしか子育てネットワーク」
です。
篠原さんと川﨑さんに、活動についてお話を伺いました。

しの はら

2004年、
「葛飾区子育て支援行動計画（前期計画）」策定委員会のメ
ンバーが、葛飾区に子育てネットワークを作ろう！と声を挙げ、
「立上げ記
念フォーラム」開催後の2005年にかつしか子育てネットワークを立ち上
げました。
区内に子どもや子育て支援をする団体が沢山あることを多くの人に知
ってもらうことと、団体同士の繋がりを作ることを目的としたイベント
「0・
1・2・3才あそびのひろば」
がきっかけとなり、今の
「子ども・子育てフェス
タかつしか」
へと繋がりました。
かつしか子育てネットワークは、31の団体会員と25人の個人会員で
構成されています。

篠原

とし こ

淑子 さん

かわ さき

川﨑

り

え

利恵 さん

キーワード

「子ども・子育てフェスタかつしか」
➡お子さんは一日中遊べて、
お父さん・
お母さんは育児に役立つ情報が手に
入る、親子で楽しめるおまつり。
（※表紙と下の写真は、2019年開催
時のもの）

活動内 容

主な活動としては、
情報誌の発行、
サロン・学習会や
「子ども・子育てフェ
スタかつしか」
の開催、
かつしか子育てマップweb版
（2008年作成）
の運
営、
ミニマップの作成です。
「かつしか子育てマップweb版」
は、
葛飾区子育て支援部育成課と協働
で運営しています。
web版の作成にあたっては、
公募で選ばれた子育て中
の母親15名ほどで、
子どもを連れて公園などを歩き、
ベビーカーが置ける
お店など子育て中でも気がねなく行ける場所を、
子育ての
「当事者」
の目線
から約８か月間かけて、
地道に見つけていきました。
「ミニマップ」
は、
子育てネットワークの会員有志で作成しています。
キッ
ズスペースのあるお店の場所や、
相談窓口の連絡先などの情報が1枚にま
とまっているので、
子育て中のお母さん・お父さんにとても好評です。

「かつしか子育てマップ・ミニマップ」

➡親子で遊べる公園やベビーカー同
伴でも入りやすい飲食店、子育て支援
事業の情報などが掲載。
ミニマップは、
児童館、図書館、
保 健 センター
などで 無 料 で
配布中。

望
今後の展

発足から16年を経て、区内の様々な団体の
「点」
としての活動が、縦と横のつながりを持った
「面」
として広がってい
ます。孤育てをなくし、地域の中で子育てをする環境づくり、
「ネットワークでつなぐ、子どもにやさしいまちづくり」
を目
指して、
「細く長く広く続けていくこと」
が大事だと思っています。
また、2019年に始まった、葛飾区で活動している3つのネットワーク
（「かつしか子育てネットワーク」、
「かつしか子ど
も・若者応援ネットワーク」、
「かつしか子ども食堂・居場所づくりネットワーク」）
での連携も進めていけたらと思います。

子ども･子育てミニフェスタかつしかinアリオ亀有

●日にち：2/11（木･祝）10時〜16時 ●場 所：アリオ亀有
●内 容：親子向けワークショップ、
パネル展示、手作り品の販売、
ロボットプログラミング体験、獅子舞鑑賞など

●かつしか子育てネットワーク情報●
メールアドレス k̲childnet@yahoo.co.jp
見てください

フェイスブック
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取 材 後 記

葛飾区は児童館が多かったり、子育てに
関するランキングで上位に輝いたりと、今で
は子育てのしやすい街として知られています。
しかし、
それは元からではなく、
かつしか子
育てネットワークを始め、多くの団体の日々
の努力の積み重ねの賜物なのだと、取材に
より分かりました。
（取材：太田／亀川）

＊お問い合わせ＊
ボランティア・地域貢献活動センター

☎5698-2511

ＮＰＯや地域貢献活動についてのご相談
出 張 相 談
皆さまのお住まいの地域にNPOや地域貢献活動に関する出張相談に伺います。

下記の場所と日程で午後2時から4時まで開催します。

： 堀切地区センター
＜ 地 域 別 開 催 日＞ ◆令和3年1月20日（水）

◆令和3年2月17日
（水）
： 金町地区センター
◆令和3年3月17日
（水）
： 新小岩地区センター

専 門 相 談
専門相談員
（弁護士・社会保険労務士・税理士・司法書士）
による、相談を受け付けています。
（費用は無料）
ボランティア活動やNPO 、地域貢献活動に関するお困り事の解決にお役立てください。

申込方法

◆電話・FAX・メール・QRコードでお申込みください。
後日、
日程調整いたします。

オンラインで専門相談を
実施しました！
新型コロナウイルスの影響で、対面して活動することが制限され
る中、
オンラインの活用が活発になってきました。
ボランティア・地
域貢献活動センターでも、
「ボランティア・NPO 専門相談」
をオン
ラインで実施することにしました。
今回
（写真）
の相談者は、区内で障がい者福祉・就労支援事業を
サポートしているNPO 法人「PIPPO」。
税務のことで税理士・公認会計士の内藤相談員が相談に応じま
した。
オンラインでの相談は伝わりづらくなるのではと不安でしたが、
オンライン上でも資料の共有ができたので、
スムーズに相談でき
たとのことでした。

出張相談〜職員を派遣します！〜
皆さんがお住まいの地域で、NPOに関する出張相談を実施します。
「NPO 法人を設立しようか迷っている」
「NPO

法人を設立するにはどうしたらいいの？」
「団体運営で困っていることがある。」
などNPOや地域貢献活動にかかわる

ご相談があれば、職員が指定された場所に伺います。
（要予約）

※お近くの地区センターや図書館などの公共施設、所有している事務所などを相談場所として確保して
ください。原則として個人宅は訪問できません。
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介護支援サポーターを募集します！
サポーターとして活動してみませんか？
介護支援サポーターは、特別養護老人ホームなどの施設で洗濯物たたみや掃除など施設に応じた様々
な活動を行います。
現在は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、通常のサポーター活動のほかにも
「施設内の消毒作
業」
や
「自宅でできる活動」
（マスク作り・絵手紙作り等）
もあります。
活動時間に応じて得たポイントは、年度末に換金または寄付をすることができます。
ぜひ一度、説明会へご参加ください！
★受入施設として登録していただける施設も募集しています。
【制度説明会・基礎研修会】
制度の説明・活動上の注意点・登録手続きなどを行います。
サポーター登録を希望される方は必ずご参加ください。
日 時・場 所
対

象

定
員
申 込 方 法
申込・問い合せ

3月18日
（木） 午後1時30分〜4時
新小岩地区センター 第一会議室（新小岩2-17-1）
区内在住・満６５歳以上
介護保険サービスを利用していない方
３０名（先着順・定員になり次第締め切ります。）
電話またはＦＡＸでお申込みください。
葛飾区社会福祉協議会 小地域福祉活動推進係
電話：5698-2435 FAX：5698-2513

障 ＝障がい者

ＮＰＯ法人むう こすもす
ボランティア募集

障

①将棋の対戦相手
②指文字ができる方で、
オセロなどのゲームを
してくれる方
◆場 所 こすもす活動室（東四つ木3-49-10）
◆日 時 毎週金曜日 午後2時〜3時
◆問合せ こすもす 大坪【おおつぼ】
TEL：03-3693-1058
◆内

容

きね川福祉作業所
ボランティア

障

知的障がい者の通所就労支援施設でのボランティア
◆内 容 ①日常的な作業補助（軽作業・公園清掃）
②クラブ活動（スポーツ・音楽・創作）
の補助
③行事の補助
◆日 時 （月〜金）午前９時〜午後３時３０分
※曜日・日時は、要相談
◆問合せ きね川福祉作業所（東四つ木3-8-10）
石黒・早川
【いしぐろ・はやかわ】
TEL：03-3694-1577
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デイサービスで活動中のサ
ポーターさんです！
今回で２回目の活動のとこ
ろにお伺いしました。
お茶を淹れて、利用者さん
１人１人に丁寧に配られて
いました。

社 ＝葛飾区社会福祉協議会

児 ＝児童

かつしか子育てマップ
ボランティア募集

児

かつしか子育てマップ作りのお手伝い
◆内

容

①サイト運営、②ミニマップ作り

◆問合せ かつしか子育てネットワーク 川﨑【かわさき】
k̲childnet@yahoo.co.jp
※詳細はお問い合わせください。
★p.1〜2でご紹介した団体です。

かつしかゴト。
発送作業ボランティア募集
発送作業のお手伝い
◆内

容 チラシ折り込みや封筒詰めなど

◆日

程

令和3年3月11日
（木）

◆時

間

午前10時〜正午

◆場

所 ウェルピアかつしか１階

研修室

◆問合せ ボランティア・地域貢献活動センター

社

図書修理ボランティア養成講座を
開催しました
令和２年８月１７日〜１２月２１日にわたって、講座を開催しました。
（全４日間／４講座）
表紙が外れてしまったり、頁が切れた本を修理する方法を学ぶ講座で、講師は実際に区内の小学校等
で図書修理のボランティア活動をしている方です。
マンツーマンでの指導のため、受講者数は1講座当たり
最大５名と少なくなりましたが、合計で1８名の方が受講されました。
初日は、本の構造を説明し、
どのように修理するのかを講師から学びます。
２日目以降は実際に本を使っ
て修復作業を体験するという流れで行いました。
修了した方々には、
小学校等へ行き図書修理のボランティ
アとして活躍されることを期待しています。図書修理ボランティアを希望される学校や施設等には、今回の
講座を修了した受講者を紹介いたしますので、
お気軽にボランティア・地域貢献活動センターまでご相談
ください。
本の構造についての講習

講師がフェイスシールドを付けて、受講者へ指導

講師

音訳ボランティア養成講座(基礎)を
開催しました
視覚障がい者支援のための音訳技術を学ぶ「音

訳ボランティア養成講座（基礎）」
を開催しました。

講座の様子

今年5月に開催予定でしたが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から９月に延期し、9月1日

〜12月22日までの全15回で計4名の方が修了さ

れました。

鼻濁音・アクセントなど基本的な内容から始まり、

毎回、受講者一人ひとりの発声に講師の中島先生

から丁寧な指導・講評がありました。講座終了して
からが受講生の方々の活動開始です。一人でも多

くの受講生に活躍してほしいと願っています。
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＊講座のお問い合わせ＊ ボランティア・地域貢献活動センター

☎5698-2511

FAX

5698-2513

福祉教育推進協力校の
ボランティア活動
（中青戸小学校）
中青戸小学校の募金活動
今回はボランティア・地域貢献活動センター（以下、
「セン

ター」）
が「福祉教育推進協力校（※１）」
に指定している
「中
青戸小学校」
のボランティア活動を紹介いたします。

昨年度、中青戸小学校は福祉施設への訪問交流や地域

の高齢者と交流給食会、
ユニセフへの募金活動など多くの
地域活動を実施していましたが、今年度はコロナウイルスの
影響のため、
できる活動が制限されてしまいました。
そこで

「コロナ禍でもできるボランティア活動」
として、今年度もユ
ニセフへ募金するため、11月9日〜16日の期間、1時間目が
始まる前に、校内で募金活動を行いました。手作りの募金
箱を持って、学年の代表委員計18名が募金を集めます。期

間内で例年の2倍相当の66,353円が集まり、今年もユニセ

フへ多くの募金ができたそうです。代表委員の児童は、
「人

の役に立つことができて良かった」
「みんながとても協力的

だった」
と言っていました。

中青戸小学校は、

このほかにも福祉教育として、センターが実施している
「福

祉・ボランティア出前講座（※2）」を利用されています。車い

す・手話・盲導犬など多くの講座が複数の学年で行われてい

ます。

※１
「福祉教育推進協力校」

区内の小・中・高等学校などを
「福祉教育推進協力校」
とし

て指定し、学校が実施する福祉やボランティア活動に関する
取り組みを支援しています。

※２
「福祉・ボランティア出前講座」

少子高齢化が進む中、共に支え合い、助け合う地域福祉の

担い手としてのボランティアの育成を目的として、学校や地域

に講師を派遣して、福祉やボランティアについて体感できる講
座を実施しています。
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ボランティア活動パネル展を開催しています
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした
「かつしかボランティ

アまつり」
に替わり、
「ボランティア活動パネル展」
を開催しています。区内で活
動している13団体が参加し、活動風景や作品の展示を行っております。皆様

のお越しをお待ちしております。

（金）
〜1月21日
（木）
◆日程・会場 1月15日
立石地区センター別館・勤労福祉会館（葛飾区立石3-12-1）
1階情報コーナー

令和元年度葛飾協働まちづくり 表彰式
10月20日に
「令和元年度葛飾協働まちづくり表彰式」
が実施され、NPO法人レインボーリボンが表彰
されました。
レインボーリボンは①PTAを誇り高いボランティア活動に②学校を子どもたちの楽しい居場所に③地域
に子どもたちの
「いのちの居場所を」、
の3つを柱に活動していて、区内で子ども食堂・フードパントリーを
展開している団体です。
今後の一層のご活躍を期待しています！
連絡先：080-2838-0641（代表 緒方）
HP：http://rainbow-ribbon-net.org
Email：rainbow̲ribbon̲mail@yahoo.co.jp

「レインボーリボンはコロナの影響で経済的困
難に直面している子育て家庭に無料のお弁当
や食料、生活必需品等を届ける活
動をしています。関心のある方は
ＱＲコードからＬＩＮＥ友だち登
録をしてみてください。

ボランティア学（後期）を開催しました
12月5日
（土）
と12日
（土）
の二日間にわたり、
ボラン

ティア学（後期）
を開催しました。

前期と同様に
「子どもたちを支えるボランティア活動

について学ぶ」をテーマに、子どもをとりまく課題や、
子どもの居場所、障がいのある子どもたち、
などについ

て2日間で計37名の方が学びました。
コロナ禍の中で、
工夫をしながらさまざまな支援活動を続けている団

体の話を聞き、参加された方からは、
「何らかの形で、

できることから始めてみたい。」
との声が聞かれました。
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ボランティア活動室をご利用ください
ボランティア活動をしている方の学習会、打ち合わせに利用できます。
葛飾区の利用団体登録が必要です。

◆利 用 日：年末年始（原則12/28〜1/4）、ボランティアまつり開催日前後を除く毎日（清掃・
点検日は利用不可）
◆利用時間
午前

午後1

午後2

夜間※

全日※

9：00〜12：00

13：00〜15：00

15：30〜17：30

18：00〜21：30

9：00〜21：30

※日曜日・祝日は、17：30まで
◆場

所：ウェルピアかつしか １階（堀切３−３４−１）

◆問 合 せ：ボランティア・地域貢献活動センター

ホームページとメールマガジンからボランティア情報を発信
ボランティア情報や講座、研修会、助成金など情報が満載です！ぜひ、
ご利用ください。
ホームページ

かつしかボランティア・地域貢献活動センター

メールマガジンは、下のＱＲコードから登録してください。
ホームページ
ＱＲ

メルマガ
ＱＲ

お気軽に
アクセスして
ください。

◆「ＬＩＮＥ＆Twitter＆Instagram 始めました！（※試行中です）
●ＬＩＮＥ

●Twitter

●Instagram

お問合せ／アクセス
葛飾区社会福祉協議会

ボランティア・地域貢献活動センター
●住

堀切菖蒲園駅

お花 茶

屋駅

所 ：〒124-0006 東京都葛飾区堀切3-34-1
ウェルピアかつしか1階

話 ：03-5698-2511
● F A X ：03-5698-2513
● ホームページ ：http://vc.katsushika-shakyo.com/
● E メ ー ル ：vc@katsushika-shakyo.com
● 窓口時間 ：平日、第1・第3土曜日 午前8時30分〜午後5時
（祝日・年末年始を除く）
●電

ボランティア・地域貢献活動センター

イムスリハビリテーションセンター
東京葛飾病院

ボランティア登録状況/ V個人登録：217名/団体登録：68団体/合計1,964名
区内認証NPO法人状況/122団体（令和2年12月末日）
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