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いいね！かつしか
「かつしか点訳の会」
第３2回かつしかボランティアまつり参加団体（者）募集
NPOや地域貢献活動についてのご相談、
出張相談 職員を派遣します！
介護支援サポーター募集、
ボランティア募集
ボランティア・NPO入門講座、災害ボランティア講座、
ボランティア学（前期）
福祉教育推進協力校活動パネル展を開催しました。
令和3年度版『ボランティア募集票』
が閲覧できます！、助成金情報

いいね！
かつしか

「かつしか点訳の会」

会とは
かつしか点訳の

「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、点訳ボランティアとして
活動されている
「かつしか点訳の会」
です。
代表の中里さんを中心に、活動についてお話を伺いました。
なか ざと

中里

平成10年に、区開催の点訳講座の修了生を中心に設立しました。現在、
10名の会員で活動しています。点訳を通じて、視覚障がい者やボランティ
ア同士が心の交流ができることを大切にしています。

りゅう じ

隆二 さん

キーワード

「視覚障がい」

活動内 容
主な活動に、
「点訳」、
「定例会」、
「福祉・ボランティア出前講座」
があり
ます。
点訳の依頼は、視覚障がい者やその団体、
中央図書館、社会福祉協議
会などからきます。依頼を受けると、定例会で作業分担し、各自が自宅へ
持ち帰り点訳データの入力などをします。
その後、二人体制で校正作業
（書き間違いのチェック）
を行います。点訳は長くて数か月を要することも
あり、時間や労力がかかります。
定例会は、毎週火曜日
（祝日・年末年始を
除く）の午前中に柴又学び交流館で開いて
おり、活動報告や情報交換、依頼内容の確
認などをしています。
福祉・ボランティア出前講座では、会員が
定例会の様子
小・中学校などを訪問し、生徒に点訳体験を
してもらいます。会員が一方的に話すのでは
なく、実際に点字器と点筆を使い、点字用紙
に書いてもらうことで、視覚障がい者への理
解を促します。
また、
「ボランティアまつり」への参加や点
字体験教室の開催協力などをしています。
点訳作業に必要な点字器と点筆

➡視力や視野に障がいがあり、生活に
支障のある状態。全盲、弱視、視野
狭窄（見える範囲が限定されてい
る）など、症状や見え方は個人差が
大きい。

「点字」

➡縦３点、横２点からなる６つの点の
組み合わせで表される文字。

例）

か

つ

し

か

「点訳」

➡墨字（活字や手書きの文字）
で書か
れた文書を、点字に書き換えること。
ちなみに
「音訳」
とは、墨字の文書を
自分の声によってテープに録音する
こと。

今後の展 望
以前は区内に複数あった点訳ボランティア団体も、今では
「かつしか点
訳の会」
だけになりました。
しかし、今でも私たちの点訳を楽しみにしてくれている視覚障がい者の
方々がいますので、
点訳の依頼があるうちは、
活動を続けていきたいと思っ
ています。
活動を続けていくためには
「後継者の育成」
が必要です。点訳に興味が
ある方は、一度ご連絡をいただけたらと思います。

●かつしか点訳の会情報●
会員募集中！

お気軽にお問い合わせください♪

代 表：中里 隆二
連絡先：090-4836-9409
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取 材 後 記
IT技術の進歩で点訳以外の方法
でも情報を得られるようになり、点
訳依頼は減少傾向にあるそうです。
それでも、ひと月に作業する点訳
の量は多く、学校などからの出前講
座の依頼が絶えない所を見ても、点
訳ボランティアは社会的に重要な役
割を担っていると思いました。
（取材：太田）

＊お問い合わせ＊
ボランティア・地域貢献活動センター

☎5698-2511

第３２回かつしかボランティアまつり
参加団体（者）募集
〜一緒にまつりを盛り上げましょう！〜

令和３年１１月１４日
（日）
に
「第３2回かつしかボランティア
まつり」
を開催します。
このボランティアまつりに参加して、一
緒に盛り上げていただけるボランティア団体・個人を募集しま
す。初めてボランティアまつりに参加（希望）
される団体・個人
の方は、ボランティア・地域貢献活動センターへ連絡のうえ、
説明会にご参加ください。
※参加ブースや発表枠などに限りがございますので、申込多
数の場合、抽選のうえ決定させていただきます。

ボランティアまつりとは？

日 時：令和３年１１月１４日（日）午前１０時〜午後３時
場 所：ウェルピアかつしか
内 容：活動ＰＲ、舞台発表、ボランティア表彰など
※ボランティアまつりは、
まつりに参加するボランティア団体
・個人で組織する実行員会で運営します。参加される方は、
実行委員会への出席および運営にご協力ください。
※バザーなどの販売は中止いたします。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
内容の
変更や中止となる場合がございます。
ご了承ください。
学生ボランティアによる募金活動

ボランティア活動について、広く区民の方々に知っていただ
くとともに、
ボランティア活動に取り組んでいる方々の発表と
交流の場です。

ボランティアまつりの概要

初めて参加する方(団体)向け説明会
日 時：令和３年７月５日(月) 午後６時３０分〜
場 所：ウェルピアかつしか１階ボランティア活動室
（堀切３−３４−１）
内 容：①ボランティアまつりの概要
②参加申込手続きについて

◆お問い合わせ
ボランティア・地域貢献活動センター

電話：03-5698-2511

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。

＜ 地 域 別 開 催 日＞

◆令和3年5月19日
（水）
： 堀切地区センター
◆令和3年6月16日
（水）
： 金町地区センター
◆令和3年7月21日
（水）
： 新小岩北地区センター

オンライン専門相談
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。
「オンライン専門相談」

出張相談〜職員を派遣します！〜
皆様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のフリースペース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。
原則として個人宅には訪問いたしません。
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介護支援サポーター募集
葛飾区内にお住いの６５歳以上の元気な方が高齢者施設で“サポーター”としてボランティア活動を行う制度
です。活動時間に応じてポイントが得られ、年度末に換金または寄付をすることができます。
◆活動内容：話し相手・レク支援・配膳・下膳・洗濯物たたみ・掃除・園芸など

現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受け
「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）
も行っています。

【説明会・基礎研修会】

自宅でできる活動
広告を使ったゴミ箱作り

◆日時・場所・定員
活動を希望される方は、説明会へご参加ください。
日
6月22日
（火）
7月28日
（水）

時

場

午後1時30分〜4時

所

亀有地区センター
（亀有3-26-1）

高砂地区センター
（高砂3-1-39）

定員
15名
20名
レク支援
折り紙の活動中

◆対
象
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
◆申込方法
申込受付中
（定員になり次第締め切ります。）
電話かＦＡＸでお申込みください。
◆申込・問合せ
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

生活支援ボランティア募集

社

「ちょっとした困りごとならおまかせを！」
◆内

容：高齢者や障がいのある方々を対象とした
『ちょっとした困りごと』
のお手伝い。
（窓拭き・換気扇の掃除・電球や蛍光灯の交換・
草むしりなど）
※1時間程度で終わる活動（複数で活動する
場合もあり）
※活動１回につき300円支給
◆場 所：依頼主のご自宅
◆対 象：どなたでも活動可
◆問合せ：ボランティア・地域貢献活動センター

かつしかゴト。
発送作業ボランティア募集

社

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7月13日
（火）

◆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

エアコンフィルターの掃除中

社 ＝葛飾区社会福祉協議会

フードドライブ常設窓口が設置されました。
「食品ロス」削減を目的に家庭で余っている食品をお持ちいただく窓口が区役所に設置されました。集まった食品は、
福祉施設や子ども食堂などにお渡しします。

【受付場所・日時】
○詳しくはホームページを
リサイクル清掃課（区役所4階）
ご覧ください。
月〜金曜日
（祝日・年末年始を除く）午前８時30分〜午後5時15分
葛飾区 フードドライブ
【対象食品】
缶詰、
インスタント、
レトルト食品、乾物（乾麺・海藻など）、飲料などで
【問い合わせ】
次の全てに該当する物
リサイクル清掃課
◆未開封◆ビン詰めの食品でない◆賞味・消費期限が1ヵ月以上ある物（要明記）
03-5654-8273
◆生鮮食品でない◆包装や外装が破損していない◆常温で保管できる
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ボランティア・NPO入門講座

災害ボランティア講座

ボランティア活動やNPO活動の基礎を学
ぶ講座です。

災害ボランティア活動や災害ボランティア
センターの役割などを学びます。

【日

時】 令和3年6月12日（土）
午前10時00分〜午後4時00分
【会
場】 ウェルピアかつしか（堀切3-34-1）
【募集人数】 20名（多数抽選）
【講
師】 認定 NPO法人 難民支援協会
石井宏明（いしい ひろあき）理事
【申込方法】 住所・氏名（ふりがな)・電話番号を
記入の上、電話かFAX、メール、QR
コードでお申込みください。申込期
限は令和3年6月2日(水)午後5時まで。
【問合わせ】 ボランティア ･ 地域貢献活動センター

座学の様子

かつしかボランティア学（前期）
受講者募集！
車いす体験や高齢者疑似体験などから身
近なボランティア活動を学びます。

【日時・内容】 下表のとおり
【会 場】 ウェルピアかつしか
（堀切3-34-1）
【対 象】 １８歳以上で区内在住・在勤・在学の方
【定 員】 ２０名(多数抽選)
【参加費】 無料
※講座外のボランティア体験に参加する場合は、
保険料３５０円。
【申込方法】
電話かＦＡＸまたはQRコードで、
７月３０日
（金）
までにお申込みください。

講

月

ボランティア学(前期)日程表

日

時

1

間

午後1時〜2時30分
８月２１日
（土）

2

午後2時40分〜4時10分

3

午後1時〜2時30分
８月２８日
（土）

4

午後2時40分〜4時10分

内

容

福祉・ボランティア活動とは？
（車いす体験）
・高齢者への対応
( 高齢者疑似体験）

時】 令和3年7月31日（土）
午後1時30分〜4時30分
【会
場】 ウェルピアかつしか（堀切3-34-1）
【募集人数】 20名（多数抽選）
【参 加 費】 880円（資料代）
【講
師】 一般社団法人ピースボート災害支援セ
ンター 職員
【申込方法】 住所・氏名（ふりがな)・電話番号を
記入の上、電話かFAX、メール、QR
コードでお申込みください。申込期限
は令和3年7月21日(水)午後5時まで。
【問合わせ】 ボランティア ・ 地域貢献活動センター
【日

災害ボランティアについて

福祉教育推進協力校活動
パネル展を開催しました。
（小・中・高等学校などの福祉・ボランティア
活動のご紹介）

３月１０日（水）〜１９日（金）、新小岩地区センタ
ー・ロビーにて、福祉教育推進協力校として指定した学
校の福祉・ボランティア活動を紹介するパネル展を開
催しました。新型コロナウイルスの影響によって、福祉
体験、ボランティア活動が思ったようにできない中、各
学校、様々な創意工夫で活動している様子がよく分か
りました。
※パネル展に参加した小学校９校 中学校５校

福祉教育推進協力校とは】

ボランティア・地域貢献活動センターでは、地域福祉・
ボランティア活動への参加促進を目的に、区内の小学
校、中学校、高等学校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に関する取
り組みを支援しています。

・高齢化の現状と
認知症の方との接し方
・視覚障害者との接し方
（アイマスク・ガイドヘルプ体験）
・活動先の紹介など

講座外ボランティア活動体験（希望制）
※ボランティア保険料350円
活動先については、講習会(第４講)にて説明

㊟新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、内容を一部変更させていただく場合がございます。
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令和3年度版『ボランティア募集票』が閲覧できます！
ボランティアを募集している
（もしくは募集
する予定のある）施設の情報冊子が完成し
ました。センター窓口またはホームページ
（ボランティア情報）
からご覧いただけます。
※新型コロナウイルスの感染状況により、
内容が変更になる場合があります。
詳細は、施設にお問い合わせください。

高齢者施設

障がい
（児）者施設

ボランティアグループの皆様へ
活動育成のための助成金をご利用ください！
ボランティア活動の育成と発展のために、令和３年度の助成金申請を受け付けます。
新規立上げグループや、新規活動・事業を開始するグループは、
ぜひご活用ください。
◆対象となる団体
①区内で活動しているメンバーが原則５名以上の団体
（ただし、
メンバーが５名以下の場合も活動実績などを踏まえ、対象の可否を判断します。）
②ボランティア・地域貢献活動センターの事業に参加・協力できること
③グループ登録をしていること
④メンバーの３分の２以上が区内在住（５名以下の場合は、
２分の１以上）
◆対象事業
【Ａ区分】
①団体の学習会や研修活動 ②器具・機材の整備（購入） ③新規活動等の経費
④広報紙・記念誌など
【Ｂ区分】
（設立３年未満）
消耗品費、通信運搬費、会場使用料など
◆助成金額（上限）
Ａ区分 ７万円
Ｂ区分 ５千円
申請書類は、
４月１５日
（木）
から、
ボランティア・地域貢献活動センター窓口で
お渡ししています。
また、
ホームページからもダウンロード可能です。

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。
お気軽に
アクセスして
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
ください。

保育園

全4種類

児童館・学童保育クラブ

ボランティア
活動の
お役に立てて
ください。

ハンディキャブ
「ふれあい号」
５号車が、新しくなりました！
車イスでの外出にご利用くだ
さい。

◆ＬＩＮＥ＆Twitter＆Instagram始めました！
●ＬＩＮＥ

（※試行中です）

●Twitter

●Instagram

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：232名/団体登録：71団体/合計2,066名
区内認証NPO法人状況/124団体（令和３年４月末日）
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