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毎週水曜日は毎週水曜日は

1919時時3030分分までまで

開所しています。開所しています。

22 ページページ 33ページページ 55ページページ 66ページページ

はじめて講座Ｖ募集はじめて講座Ｖ募集

土曜日開所は５月土曜日開所は５月1717日　　日　　

　　　　６月　７日　　　　６月　７日

　　　　　　２１日　　　　　　２１日

センターだよりセンターだより
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お知らせ！お知らせ！

 

お知らせ！お知らせ！

  ボランティアセンターボランティアセンターがある、がある、ウェルピアかつしウェルピアかつし

かか（地域福祉（地域福祉・・障害者センター）障害者センター）は葛飾区の地域福は葛飾区の地域福

祉と障害者の自立祉と障害者の自立・・社会参加の支援を行っている施社会参加の支援を行っている施

設です。設です。

　３階には中庭があり、　３階には中庭があり、地域活動支援センターの利地域活動支援センターの利

用者が育てている花壇があります。用者が育てている花壇があります。「花作り協議会」「花作り協議会」

から苗を提供していただくなどで、から苗を提供していただくなどで、今年も綺麗な花今年も綺麗な花

が咲いています。が咲いています。

　ピラミッド型の明かり取りの窓の下、　ピラミッド型の明かり取りの窓の下、１階には喫１階には喫

茶室茶室「ミモザ」「ミモザ」があります。があります。障害者の就労支援、障害者の就労支援、訓訓

練の場として営業しています。練の場として営業しています。また、また、１階エレベー１階エレベー

ターホールでは、ターホールでは、葛飾区内の障害者施設で作られた葛飾区内の障害者施設で作られた

ケーキケーキ・・パンパン・・アクセサリー等の販売も定期的に行アクセサリー等の販売も定期的に行

われています。われています。「本日のお勧めは○○です。」「本日のお勧めは○○です。」と館内と館内

放送があったり、放送があったり、「いらっしゃいませ。「いらっしゃいませ。いかがですいかがです

か？」か？」と売り子さんから声をかけられることもありと売り子さんから声をかけられることもあり

ます。ます。ボランティアセンターボランティアセンターにお越しの際には、にお越しの際には、ぜぜ

ひご利用ください。ひご利用ください。

　　　　＜５月初めの花壇＞　　　　＜５月初めの花壇＞

ボランティア登録状況ボランティア登録状況

    （平成２０年４月末現在）（平成２０年４月末現在）

個人登録　　個人登録　　      ８７名８７名

団体登録団体登録  ２，２， ３４０名３４０名

　　　　　　    　　　　　　（　　　　　　（  ７６団体７６団体  ））

　　　合　計　　２，　　　合　計　　２， ４２７名４２７名

 

手話講習会手話講習会：：初級コース初級コース

６月から始まる昼６月から始まる昼・・夜クラス、夜クラス、募集中です。募集中です。

往復ハガキで５月２０日までにお申込みください。往復ハガキで５月２０日までにお申込みください。

　　　　　　　　※詳しくは　　　　　　　　※詳しくはﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰへ。へ。
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講座　はじめてのボランティア講座　はじめてのボランティア

 

 水中ウォーキング教室水中ウォーキング教室

日　時日　時　　６月２５日　　６月２５日（水）、（水）、３０日３０日（月）、（月）、７月２日７月２日（水）（水）

会　場会　場　　総合スポーツセンター　　総合スポーツセンター・・温水プール温水プール（高砂１丁目）（高砂１丁目）

対　象対　象　　区内在住　　区内在住・・在勤在勤・・在学で、在学で、６５歳以上の方、６５歳以上の方、または１５歳以上で障害のある方または１５歳以上で障害のある方

参加費　参加費　　５００円　５００円（行事保険料）（行事保険料）

定　員定　員　　３０名　　３０名（申込多数の場合は抽選）（申込多数の場合は抽選）

申込方法申込方法　往復ハガキ、　往復ハガキ、もしくは封書で、もしくは封書で、記入例に従って記入例に従って

　　　　　必要事項を記入し、　　　　　必要事項を記入し、６月１６日６月１６日（月）（月）までにまでに

　　　　　お申し込みください。　　　　　お申し込みください。

申込先申込先　　〒　　〒 124-0006124-0006　堀切　堀切 3-34-13-34-1

　　　　　かつしかボランティアセンター　　　　　かつしかボランティアセンター

 

 
①「水中ウォーキング教室」

②住所

③氏名（フリガナ）

④年齢

⑤電話番号

⑥障害のある方はその程度

 

初めてボランティアをしようという方を対象にした、初めてボランティアをしようという方を対象にした、基礎的なオリエンテーションです。基礎的なオリエンテーションです。

皆さんも新たな扉を開けて、皆さんも新たな扉を開けて、もう一人の自分に出会ってみましょう！もう一人の自分に出会ってみましょう！

内容　①ボランティアとは内容　①ボランティアとは

　　　②ボランティア活動の紹介など　　　②ボランティア活動の紹介など

日時　６月１９日、日時　６月１９日、７月１７日　１４７月１７日　１４：：００～１５００～１５：：３０３０

会場　社協研修室会場　社協研修室（ウェルピアかつしか１階）（ウェルピアかつしか１階）

対象　区内在住または在勤対象　区内在住または在勤・・在学の方在学の方

定員　先着３０名定員　先着３０名

受講料　無料受講料　無料

申込方法　電話または申込方法　電話または FAXFAX

※※ FAXFAXの場合は、の場合は、「はじめてのボランティア」「はじめてのボランティア」・・　住所　住所・・氏名氏名・・電話番電話番

号を記入の上、号を記入の上、ボランティアセンターまでお申込みくださいボランティアセンターまでお申込みください

 

生生

活活

支支

援援

ボボ

ララ

ンン

テテ

ィィ

アア

ご近所で、ご近所で、小さなお手伝い！小さなお手伝い！

主な活動内容主な活動内容

　　　　　　11時間くらいで終わる活動です。時間くらいで終わる活動です。

　　　　家具の移動、　　　　家具の移動、窓拭き、窓拭き、電球の交換、電球の交換、小規模な植木の剪定、小規模な植木の剪定、草むしり　など草むしり　など

　　　　　《専門的な技術が必要な活動、　　　　　《専門的な技術が必要な活動、危険を伴う活動、危険を伴う活動、継続的な活動は対象外》継続的な活動は対象外》

生活支援ボランティアは、生活支援ボランティアは、高齢者や障害のある方々が、高齢者や障害のある方々が、日常生活の中で日常生活の中で

『ちょっとした困りごと』『ちょっとした困りごと』がある時に、がある時に、地域のボランティアの皆さんが地域のボランティアの皆さんが

お手伝いするものです。お手伝いするものです。ボランティアセンターまで、ボランティアセンターまで、お電話ください。お電話ください。

ちょっと時間を作って、ちょっと時間を作って、ご協力いただける方、ご協力いただける方、大募集！！大募集！！

 これから、これから、草むしり等の依頼が多くなります草むしり等の依頼が多くなります

 

 
       毎月第３木曜日毎月第３木曜日

開催です。開催です。
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◆◆申請条件申請条件（以下のすべての条件を満たしていること）（以下のすべての条件を満たしていること）

　①区内で活動しているグループであること。　①区内で活動しているグループであること。

　②事業への協力等をしていただけること。　②事業への協力等をしていただけること。

　③かつしかボランティアセンターに、　③かつしかボランティアセンターに、平成２０年平成２０年

　　４月末現在でグループ登録済みであること。　　４月末現在でグループ登録済みであること。

　④グループに登録している会員のうち、　④グループに登録している会員のうち、３分の２３分の２

　　以上が区内在住であること。　　以上が区内在住であること。

◆◆対象事業対象事業

　①学習会や研修活動　①学習会や研修活動

　②器具　②器具・・機材の整備機材の整備

　③モデル的活動　③モデル的活動

　④ニュース発行　④ニュース発行

　⑤ボランティア活動の育成　⑤ボランティア活動の育成・・推進に必要なもの推進に必要なもの

◆◆助成金額助成金額

　①５～１９人　３万円　①５～１９人　３万円

　②２０～４９人　５万円　②２０～４９人　５万円

　③５０人以上　７万円　③５０人以上　７万円

◆◆申請期間申請期間

平成２０年５月２６日平成２０年５月２６日（月）（月）～６月２日～６月２日（月）（月）

◆◆申請方法申請方法

　　直接持参直接持参

　※申請資料は、　※申請資料は、平成２０年５月１９日平成２０年５月１９日

　（月）　（月）から、から、ボランティアセンター窓口でボランティアセンター窓口で

　配布　配布（ホームページからのダウンロード（ホームページからのダウンロード

　も可）。　も可）。詳細については、詳細については、資料内の申請要資料内の申請要

　項をご覧ください。　項をご覧ください。

 登録グループへお知らせ！登録グループへお知らせ！

  

 

第第1313回ボランティアまつりで講演してくださった回ボランティアまつりで講演してくださった「全盲の折紙大使」「全盲の折紙大使」

加瀬三郎さん加瀬三郎さんが４月が４月1111日にお亡くなりになりました。日にお亡くなりになりました。ボランティアまボランティアま

つり以後も小学生ボランティア講座など、つり以後も小学生ボランティア講座など、墨田区在住でしたが、墨田区在住でしたが、葛飾区葛飾区

のボランティア事業にも様々な形でご協力をいただいていました。のボランティア事業にも様々な形でご協力をいただいていました。ご親ご親

戚でもある、戚でもある、ボランティアの小枝敬子さんの哀悼文ボランティアの小枝敬子さんの哀悼文（抜粋）（抜粋）を掲載いたを掲載いた

します。します。

　大正　大正1515年４月本所に生まれ、年４月本所に生まれ、右眼は先天性失明、右眼は先天性失明、左眼は強度の弱視左眼は強度の弱視

で、で、小学校６年に左眼を手術したが失明。小学校６年に左眼を手術したが失明。盲人技術学校盲人技術学校（現文京盲学校）（現文京盲学校）

を卒業し、を卒業し、マッサージ師となる。マッサージ師となる。この頃から折紙を本格的に始めるが、この頃から折紙を本格的に始めるが、

独自の折り方ではダメと思い、独自の折り方ではダメと思い、著名な折紙作家に教えを請う。著名な折紙作家に教えを請う。しかし、しかし、

「折紙芸術は無理、「折紙芸術は無理、ドメクラには教えられない」ドメクラには教えられない」と言われる。と言われる。加瀬さん加瀬さん

は、は、あまりにひどい言葉に呆れ、あまりにひどい言葉に呆れ、自分一人でやろうと固く決意をする。自分一人でやろうと固く決意をする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和　昭和4848年には日本折紙協会理事となる。年には日本折紙協会理事となる。

約約3030年前から各国年前から各国（（4949カ国）カ国）を訪問、を訪問、延べ５万人の子どもたちと交流。延べ５万人の子どもたちと交流。戦争や災害、戦争や災害、病気などで病気などで

心にも身体にも傷を負った子ども達に、心にも身体にも傷を負った子ども達に、折紙をプレゼントするため、折紙をプレゼントするため、渡航する時には、渡航する時には、リュックリュック

サックでサックで4040キロもの折紙を背負っていった。キロもの折紙を背負っていった。外国では高価な折紙を、外国では高価な折紙を、自分が帰ってからも末永く、自分が帰ってからも末永く、

折紙を楽しんでもらいたいとの想いからである。折紙を楽しんでもらいたいとの想いからである。

　平成３年に藍綬褒章、　平成３年に藍綬褒章、８年には勲五等瑞宝章を受ける。８年には勲五等瑞宝章を受ける。国連本部や米国の福祉施設、国連本部や米国の福祉施設、を訪問。を訪問。1818

年末、年末、5050カ国目となるレバノンに向かう直前に転倒し骨折。カ国目となるレバノンに向かう直前に転倒し骨折。療養生活になってしまう。療養生活になってしまう。1919年年1010月月

に名誉都民となる。に名誉都民となる。

　折紙に、　折紙に、障害者問題に我が身を忘れて頑張り、障害者問題に我が身を忘れて頑張り、人のために努力した人です。人のために努力した人です。
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ボランティアグループ情報ボランティアグループ情報 

講演会講演会

「報徳思想に生きた二宮金次郎」「報徳思想に生きた二宮金次郎」

日時日時：：平成平成 2020年５月２４日年５月２４日（土）　（土）　

              1414時より時より

場所場所：：亀有駅前イトーヨーカ堂亀有駅前イトーヨーカ堂

            ７階会議室７階会議室

  （年会費（年会費 1,0001,000円が必要です）円が必要です）

  主催の主催の互恵会互恵会は今年度登録のグルーは今年度登録のグルー

プです。プです。シルバー人生にシルバー人生に“夢と希望”“夢と希望”を与を与

えることを目的に、えることを目的に、年４回の講演会や名年４回の講演会や名

所巡り所巡り（（22回）、回）、日帰り旅行日帰り旅行(2(2回回))などを企などを企

画しています。画しています。

  ボランティアをしてみたいと思う方、ボランティアをしてみたいと思う方、

特に庶務係を募集しています。特に庶務係を募集しています。

連絡連絡：：川上次男　川上次男　

   (   (０４－７１９７－２１４６０４－７１９７－２１４６))

おはなし夢時計おはなし夢時計
語りの会語りの会「おはなし夢時計」「おはなし夢時計」では、では、今回今回

初めて初めて「山本亭」「山本亭」で大人のためので大人のための「語り」「語り」

を語ります。を語ります。

日時日時：：平成平成 2020年５月３１日年５月３１日（土）　（土）　

          ９時９時4040分開場　分開場　1010時～時～1212時時1515分分

場所場所：：葛飾区　山本亭葛飾区　山本亭

        　（柴又７－１９－３２）　（柴又７－１９－３２）

入館料入館料：：１００円　お茶代１００円　お茶代：：５００円５００円

問合せ問合せ：：山田山田（３６０９－２０５６）（３６０９－２０５６）

若者自立支援ネットワーク若者自立支援ネットワーク

かつしか夢プラスかつしか夢プラスではでは

「ウォーミングアップ「ウォーミングアップ CLUBCLUB」」の参加者をの参加者を

募集しています。募集しています。

人と関わること、人と関わること、社会生活に参加して行社会生活に参加して行

くことに不安を抱えている方が、くことに不安を抱えている方が、若者に若者に

限らずとても多い時代です。限らずとても多い時代です。この状態をこの状態を

スムーズに改善し、スムーズに改善し、若者が自立に向けた若者が自立に向けた

行動が起こせるように支援します。行動が起こせるように支援します。

実施概要実施概要：：ミュージックセラピーミュージックセラピー・・ＳＳＳＳ

                  ＴＴ・・太鼓練習体験太鼓練習体験・・パソコン講パソコン講

                    習習・・マナー講習マナー講習・・予備就労体予備就労体

                    験験（団体活動のお手伝い）、（団体活動のお手伝い）、企企

                    業工場見学会など業工場見学会など

活動日時活動日時：：主に土日祝日の午後主に土日祝日の午後

参加費用参加費用：：１期３ヶ月１期３ヶ月 3,0003,000円円

詳細詳細・・問合せ問合せ：：かつしか夢プラスかつしか夢プラス

  携帯電話０９０－５２１１－７８３６携帯電話０９０－５２１１－７８３６

  ボランティア募集ボランティア募集 

有料老人ホーム　有料老人ホーム　

サニーライフ東京サニーライフ東京
活動内容活動内容：：入居者の散歩の付き添い、入居者の散歩の付き添い、

                  レクリエーションを一緒にレクリエーションを一緒に

                  楽しむ、楽しむ、入居者のシーツ交換入居者のシーツ交換

日時日時：：随時随時

場所場所：：サニーライフ東京サニーライフ東京

　　　西新小岩３－３７－２８　　　西新小岩３－３７－２８

その他その他：：場合により、場合により、昼食の提供があり昼食の提供があり

　　　　ます。　　　　ます。

問合せ問合せ：：担当鎌田担当鎌田・・神谷神谷

　　　　　（５６７２）　　　　　（５６７２）３６００３６００

イラストイラスト：：http://www.fancyparts.comhttp://www.fancyparts.com
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 ブイブイ

「点字グループ「点字グループ・・アイ」アイ」は点字は点字・・点訳経験者３名が集まって、点訳経験者３名が集まって、平成１５年４月に発足しました。平成１５年４月に発足しました。

少人数でも効率良く活動できるように、少人数でも効率良く活動できるように、パソコン点訳を中心にしてきました。パソコン点訳を中心にしてきました。

　点訳ボランティアとしての点字本作成に加え、　点訳ボランティアとしての点字本作成に加え、出前講座等のボランティア活動の幅が広がり、出前講座等のボランティア活動の幅が広がり、

翌年６月には、翌年６月には、経験者の方２名に入会していただきました。経験者の方２名に入会していただきました。さらに、さらに、平成１９年にはボランティ平成１９年にはボランティ

アセンターでの講習終了者３名の方が加わり、アセンターでの講習終了者３名の方が加わり、現在は８名の会となりました。現在は８名の会となりました。

　点字本は長編やスピードを要するものは何人かで分冊して点訳し、　点字本は長編やスピードを要するものは何人かで分冊して点訳し、校正を繰り返して仕上げ校正を繰り返して仕上げ

るので月２回葛飾図書館にて、るので月２回葛飾図書館にて、打合せや学習を進めています。打合せや学習を進めています。「ボランティアセンターだより」「ボランティアセンターだより」

「社協だより」「社協だより」の点字版作成、の点字版作成、盲学校に通う児童盲学校に通う児童・・生徒さんの教材等の点訳、生徒さんの教材等の点訳、葛飾図書館児童室葛飾図書館児童室

所蔵の点字絵本の作成等をしています。所蔵の点字絵本の作成等をしています。

　ボランティア出前講座では区内小　ボランティア出前講座では区内小・・中学校にて点訳指導をしています。中学校にて点訳指導をしています。住所住所・・氏名氏名・・電話番電話番

号等が点字で書けるように指導しますが、号等が点字で書けるように指導しますが、皆さんの理解、皆さんの理解、吸収の早さには眼を見張るものがあ吸収の早さには眼を見張るものがあ

ります。ります。点訳を通してボランティアの意味も合わせて考える機会になり、点訳を通してボランティアの意味も合わせて考える機会になり、そのお手伝いが出きそのお手伝いが出き

れば更にうれしいことと考えています。れば更にうれしいことと考えています。

　視覚障がい者の方々に、　視覚障がい者の方々に、本を読む楽しさを味わっていただき、本を読む楽しさを味わっていただき、日常生活の中で不便に感じて日常生活の中で不便に感じて

いることの解消に点訳活動が役立つことを願っています。いることの解消に点訳活動が役立つことを願っています。これからも読み易くお役に立てる点これからも読み易くお役に立てる点

訳本の作成を心掛けていきたいと思いますので、訳本の作成を心掛けていきたいと思いますので、ご利用者の方のご意見、ご利用者の方のご意見、ご要望をお待ちしてご要望をお待ちして

います。います。　　　※お問合せは、　　　※お問合せは、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰまで。まで。　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　中田実枝子　代表　中田実枝子　

第第 44 回回 VV ネット定期総会報告ネット定期総会報告
城東ブロック交流会やボランティアまつりへの参加などの城東ブロック交流会やボランティアまつりへの参加などの

平成平成2020 年度事業計画と予算を決定年度事業計画と予算を決定

44月月1515 日日（火）（火）午後午後66時半からボランティア活動室で、時半からボランティア活動室で、定期総会が定期総会が1717 団団

体と個人ボランティア体と個人ボランティア44名の出席のもと、名の出席のもと、開催されました。開催されました。下山会長と鴻下山会長と鴻

巣ボランティアセンター所長の挨拶の後、巣ボランティアセンター所長の挨拶の後、議長に川谷内さん議長に川谷内さん（ボランティ（ボランティ

アグループカンナ代表者）アグループカンナ代表者）を選出し、を選出し、平成平成1919年度の事業報告と決算報告年度の事業報告と決算報告・・

監査報告が承認されました。監査報告が承認されました。そして、そして、平成平成2020 年度の事業計画と事業予算年度の事業計画と事業予算

が賛成多数により、が賛成多数により、原案通り承認されました。原案通り承認されました。

今年度の事業計画は以下の通りです。今年度の事業計画は以下の通りです。

開催未定開催未定 ボランティアのたまり場・※ボランティアのたまり場・※

開催未定開催未定 研修会研修会・・かつしかかつしかVV ネット交流会開催・※ネット交流会開催・※

1111月月88日日（土）（土） 第第1616 回城東ブロックボランティア交流会参加回城東ブロックボランティア交流会参加

（当初の目的は達成できたとして今回の葛飾区担当区に（当初の目的は達成できたとして今回の葛飾区担当区に

よる開催を最後に休止する）よる開催を最後に休止する）

1212月月88日日（日）（日） 第第44 回ウェルピアまつり参加回ウェルピアまつり参加

                                （第（第2020回かつしかボランティアまつり）回かつしかボランティアまつり）

11月月 平成平成2121 年新年初顔合わせ開催年新年初顔合わせ開催

  ※※（内容（内容・・開催時期は未定です。開催時期は未定です。詳細はボランティアセンター詳細はボランティアセンター

だよりに掲載予定です。）だよりに掲載予定です。）

［［VV ネットへの加入をネットへの加入を

継続受付中］継続受付中］

1919 年度に登録されてい年度に登録されてい

た皆さんには、た皆さんには、既に既に「入「入

会申込書」会申込書」をお送りしてをお送りして

いますが、いますが、継続加入手続継続加入手続

きをお忘れのボランティきをお忘れのボランティ

アの方アの方・・グループ、グループ、またまた

新たに加入を希望をされ新たに加入を希望をされ

る方る方・・グループの皆様グループの皆様

は、は、年会費年会費（団体（団体：：500500円、円、

個人個人：：100100円）円）を添えて、を添えて、

ボランティアセンターでボランティアセンターで

の登録手続きを、の登録手続きを、お願いお願い

申し上げます。申し上げます。
 

 

点字グループ点字グループ・・アイアイ
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このような形でご協力くださるお店このような形でご協力くださるお店・・施設などを募集しています。施設などを募集しています。

ボランティアセンターまでお電話ください。ボランティアセンターまでお電話ください。みなさんのご理解みなさんのご理解・・ご協力をお願い申し上げます。ご協力をお願い申し上げます。

 
区内の各駅でも配布しています。区内の各駅でも配布しています。どうぞご利用ください！どうぞご利用ください！

＊公共施設＊　葛飾区広報課、＊公共施設＊　葛飾区広報課、各地区センター、各地区センター、区内図書館１０館、区内図書館１０館、学び交流館４館、学び交流館４館、区内各駅、区内各駅、

　葛飾警察署、　葛飾警察署、シニアＩＴシニアＩＴ･･活動情報サロン、活動情報サロン、ウィメンズパル、ウィメンズパル、福祉事務所東庁舎、福祉事務所東庁舎、市民活動支援センター市民活動支援センター

＊保育園＊　　高砂保育園＊保育園＊　　高砂保育園

＊医療関係＊　嬉泉病院、＊医療関係＊　嬉泉病院、東部地域病院、東部地域病院、慈恵医大青戸病院、慈恵医大青戸病院、葛飾ロイヤルケアセンター、葛飾ロイヤルケアセンター、

　　　　　　　四ツ木診療所、　　　　　　　四ツ木診療所、アサヒ薬局アサヒ薬局（四つ木）（四つ木）

＊商店＊　イトーヨーカ堂四つ木店＊商店＊　イトーヨーカ堂四つ木店・・綾瀬店綾瀬店（いずれもサービスカウンター）、（いずれもサービスカウンター）、  コープとうきょう亀有店コープとうきょう亀有店

＊＊高齢者関係施設＊　中川園、高齢者関係施設＊　中川園、水元園、水元園、西水元あやめ園、西水元あやめ園、水元ふれあいの家、水元ふれあいの家、デイサービストーリツ、デイサービストーリツ、かか

わせみデイサービスセンター、わせみデイサービスセンター、シルバーシルバー・・サポートサポート・・コスモス、コスモス、奥戸くつろぎの郷、奥戸くつろぎの郷、いろは福祉会、いろは福祉会、

東四つ木在宅サービスセンター、東四つ木在宅サービスセンター、東四つ木ほほえみの里、東四つ木ほほえみの里、東新小岩在宅サービスセンター、東新小岩在宅サービスセンター、西新小岩西新小岩

在宅サービスセンター、在宅サービスセンター、すずうらホーム、すずうらホーム、葛飾やすらぎの郷、葛飾やすらぎの郷、おーぷんはうす金町、おーぷんはうす金町、グループホームグループホーム

愛和愛和  ハート＆ハートかつしか、ハート＆ハートかつしか、デイサービスセンターすこやか、デイサービスセンターすこやか、お花茶屋ロイヤルケアセンター、お花茶屋ロイヤルケアセンター、デデ

イサービスセンター堀切菖蒲園、イサービスセンター堀切菖蒲園、デイサービスセンター水元デイサービスセンター水元

＊障害者関係施設＊　西水元福祉館、＊障害者関係施設＊　西水元福祉館、しあわせの家、しあわせの家、高砂福祉館、高砂福祉館、鎌倉福祉館、鎌倉福祉館、奥戸福祉館、奥戸福祉館、

　　　白鳥福祉館、　　　白鳥福祉館、かがやけ共同作業所、かがやけ共同作業所、しょうぶエバンズ、しょうぶエバンズ、あすなろの家、あすなろの家、さくらハウス、さくらハウス、

　　　夢のある家、　　　夢のある家、アムネかつしかグループまどかⅡアムネかつしかグループまどかⅡ

＊その他＊　かがやき友の会、＊その他＊　かがやき友の会、子育てひろば子育てひろば「わかば」、「わかば」、((ＮＮ))花いっぱい、花いっぱい、((株株))愛和愛和  鎌倉営業所鎌倉営業所

丸紅基金丸紅基金「平成２０年度社会福祉助成金」「平成２０年度社会福祉助成金」

助成対象助成対象：：社会福祉事業を行う民間の団体が企画する社会福祉事業を行う民間の団体が企画する

事業　事業　・・非営利法人非営利法人（法人でない場合３年以上の継続（法人でない場合３年以上の継続

　　　　的な活動実績があること他）　　　　的な活動実績があること他）

　　　　　　・・助成決定から１年以内に実施が完了する予定助成決定から１年以内に実施が完了する予定

　　　　のもの　　　　　のもの　 その他その他

助成金額助成金額：：１件当たりの助成金額は、１件当たりの助成金額は、上限上限200200 万円　万円　

申込方法申込方法：：基金所定の申込用紙と添付書類と共に、基金所定の申込用紙と添付書類と共に、基基

　　　　　金事務局へ送付　　　　　金事務局へ送付

申込受付申込受付：：６月３０日６月３０日（月）（月）までまで

問合せ問合せ・・書類の請求書類の請求・・送付先送付先

社会福祉法人　丸紅基金社会福祉法人　丸紅基金

〒〒108-0014108-0014港区芝港区芝5-20-65-20-6丸紅東京本社三田別館４階丸紅東京本社三田別館４階

電話５４４６－２４７４　電話５４４６－２４７４　FAXFAX５４４６－２４７６５４４６－２４７６

基金のホームページ基金のホームページ

http://www.marubeni.co.jp/kikin/index.htmlhttp://www.marubeni.co.jp/kikin/index.html

◆◆◆◆◆◆◆◆◆　◆◆◆　助成金情報助成金情報　◆◆◆　◆◆◆◆◆◆　◆◆◆　詳しい要綱が詳しい要綱がﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰにあります。にあります。

太陽生命ひまわり厚生財団太陽生命ひまわり厚生財団「平成２０年度社「平成２０年度社

会福祉助成事業」会福祉助成事業」
助成対象助成対象：：①事業助成①事業助成

地域福祉活動を目的とするボランティ地域福祉活動を目的とするボランティ

アグループ、アグループ、NPONPO、、在宅高齢者又は障害在宅高齢者又は障害

者の福祉に関する事業者の福祉に関する事業

②研究助成②研究助成

非営利の民間団体等および個人非営利の民間団体等および個人

老人保健、老人保健、生活習慣病又は高齢者福祉生活習慣病又は高齢者福祉

に関する研究、に関する研究、調査調査

助成金額助成金額：：①①2020 万円～万円～5050 万円　②万円　②3030 万円～万円～7070 万円万円

申込方法申込方法：：所定の申込用紙を郵送所定の申込用紙を郵送

申込受付申込受付：：６月３０日６月３０日（月）（月）必着必着

問合せ問合せ・・書類の請求書類の請求・・送付先送付先

財団法人　太陽生命ひまわり厚生財団　事務局財団法人　太陽生命ひまわり厚生財団　事務局

〒〒103-0027103-0027中央区日本橋中央区日本橋2-11-22-11-2太陽生命日本橋ビル太陽生命日本橋ビル

電話電話・・FAXFAX ３２７２－６２６８３２７２－６２６８

（財）（財）キリン福祉財団　キリンキリン福祉財団　キリン・・子ども子ども「力」「力」応援事業公募助成応援事業公募助成
助成対象助成対象：：子ども達自らの力を引き出すことを目的に、子ども達自らの力を引き出すことを目的に、子どもの発想から生まれ、子どもの発想から生まれ、子どもが主体となって実施する活動子どもが主体となって実施する活動

　　　　　　　　・・５名以上のメンバーが中心となって活動する小５名以上のメンバーが中心となって活動する小・・中中・・高校生のサークル、高校生のサークル、グループ、グループ、団体団体（学校のクラブや（学校のクラブや

　　　　　サークル活動は対象外）　　　　　サークル活動は対象外）

助成金額助成金額：：１５万円を上限　（総額３００万円）　　　　　１５万円を上限　（総額３００万円）　　　　　申込方法申込方法：：所定の申込用紙を郵送所定の申込用紙を郵送

申込受付申込受付：：５月２６日５月２６日（月）（月）当日消印有効　　当日消印有効　　

　　　　問合せ問合せ・・書類の請求書類の請求・・送付先送付先

　　　　((財財))キリン福祉財団　キリンキリン福祉財団　キリン・・子ども子ども「力」「力」応援事業事務局応援事業事務局

　　　　　〒　　　　　〒104-8288104-8288中央区新川中央区新川2-10-12-10-1　　電話５５４０－３５２２　　電話５５４０－３５２２・・FAXFAX５５４０－３５２５５５４０－３５２５


