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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

ｻﾏｰｽｸｰﾙｻﾏｰｽｸｰﾙ・・小学生小学生VV他他

土曜日開所は６月２１日土曜日開所は６月２１日

　　　　　　７月　５日　　　　　　７月　５日

　　　　　　　　１９日　　　　　　　　１９日

センターだよりセンターだより

44 ページページ

　登録グループ一覧　登録グループ一覧 　助成金情報他　助成金情報他登録グループ一覧登録グループ一覧 　　VﾈｯﾄVﾈｯﾄ・・VV募集募集

お知らせ！お知らせ！

ボランティア登録状況ボランティア登録状況

    （平成２０年５月末現在）（平成２０年５月末現在）

個人登録　　個人登録　　      ９０名９０名

団体登録団体登録  ２，２， ４５１名４５１名

　　　　　　    　　　　　　（　　　　　　（  ８３団体８３団体  ））

　　　合　計　　２，　　　合　計　　２， ５４１名５４１名

 

活動期間　活動期間　７月２１日～８月３１日のうち３日間以上７月２１日～８月３１日のうち３日間以上

活動施設　高齢者施設活動施設　高齢者施設・・障害者障害者（児）（児）施設施設・・保育園ほか保育園ほか

※※ 施設によっては細菌検査が必要になります。施設によっては細菌検査が必要になります。

対　　象　中学生～おおむね３０歳までの方。対　　象　中学生～おおむね３０歳までの方。２００名。２００名。

参参  加加  費　３００円費　３００円（ボランティア保険料）（ボランティア保険料）

申込方法　ボランティアセンターで配布する資料をよく読んで、申込方法　ボランティアセンターで配布する資料をよく読んで、申込書にご記入申込書にご記入

　　　　　の上、　　　　　の上、参加者説明会参加者説明会に参加して、に参加して、活動先と日程を決めてください。活動先と日程を決めてください。

資料配布期間　資料配布期間　６月１６日６月１６日（月）（月）～２７日～２７日（金）（金）９９::００～１７００～１７::００００

　　　　　　　（日曜日は除く。　　　　　　　（日曜日は除く。水曜日は１９水曜日は１９::３０まで）３０まで）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者説明会は７月６日参加者説明会は７月６日（日）（日）

今年の夏休みも、今年の夏休みも、ボランティア活動のメニューがいろいろあります！ボランティア活動のメニューがいろいろあります！

　参加してみませんか？　参加してみませんか？

 

 

 

 

 
      

 
ボランティア経験ボランティア経験

のある中高生のある中高生

 
      

 
親子で親子で

ボランティアボランティア

 
      

 
中学生以上中学生以上

※訂正※訂正：：前号表紙で紹介した前号表紙で紹介したﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体は団体は 「花のまちづくり協議会」「花のまちづくり協議会」 ですです。。
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イラストイラスト：：http://www.fancyparts.comhttp://www.fancyparts.com

 

  

 

  

定員定員　３０組　３０組（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　往復ハガキもしくは封書で、　往復ハガキもしくは封書で、障障

　　　　　害の種類と程度も記入し、　　　　　害の種類と程度も記入し、

　　　　　ボランティアセンターまで　　　　　ボランティアセンターまで

　　（（７月１日必着７月１日必着））お申込みください。お申込みください。

日　時日　時　　７月１９．　　７月１９．２６．２６．８月２，８月２，９．９．２３日２３日（土）（土）

会　場会　場　　南葛飾高校　プール　　南葛飾高校　プール（立石６丁目）（立石６丁目）

対　象対　象　　区内在住　　区内在住・・在勤在勤・・在学で、在学で、

A:A:障害のある１８未満のお子さんとその障害のある１８未満のお子さんとその

　保護者の方　保護者の方

B:B:障害のある１８歳以上の方障害のある１８歳以上の方

参加費　参加費　　１組１日５００円　１組１日５００円

 
      

 
アクアフレンズクラブアクアフレンズクラブとと

のボランティアも大募集のボランティアも大募集

～ボランティア活動を通じて～ボランティア活動を通じて

福祉が学べる体験学習です福祉が学べる体験学習です

内　　　　　　容 会　　　場

１２日（土） オリエンテーション

１４：００～１６：００ 受講する上での注意事項など

４日（月） 基礎学習

８：４０～１７：３０ 福祉、ボランティアについて

５日（火）～７日（木） 体験学習（３日間）

９：００～１７：００ 保育園や高齢者、障害者（児）施設での実践活動

８日（金） まとめ

８：５０～１７：００ 体験発表、ワークショップなど

ボランティアまつり

イベントボランティア
７日（日）

開　催　日　時

７月

ウェルピアかつしか

８月 各　施　設

ウェルピアかつしか

１２月

 ①保育園､②高齢者施

設③障害者施設④障

害児施設の中から第

２希望まで書いてく

対象　対象　過去に夏休みボランティア体験など、過去に夏休みボランティア体験など、ボランティア活動経験のある中ボランティア活動経験のある中・・高校生高校生

※全日程修了後、※全日程修了後、修了証を発行します。修了証を発行します。

定員定員　２０組　２０組（申込多数の場合は抽選）　往復ハガキでボランティアセンターまで（申込多数の場合は抽選）　往復ハガキでボランティアセンターまで

参加費参加費　１０００円　　　　　　　　　お申込ください。　１０００円　　　　　　　　　お申込ください。６月２７日必着６月２７日必着

往復はがき記入例往復はがき記入例

　　　↓　　　↓

【日時【日時・・場所】場所】

  ＡＡ ..７月２７日７月２７日((日日))　　  環境環境ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験体験（外来種の魚＆植物駆除）（外来種の魚＆植物駆除）

          ９時９時5050分集合分集合        水元公園内　旧水産試験場跡地水元公園内　旧水産試験場跡地

  ＢＢ..８月　３日８月　３日((日日))　車イスの人と一緒にいろんな車イスに　車イスの人と一緒にいろんな車イスに

　９時　９時5050分集合　　　ふれてみよう！分集合　　　ふれてみよう！    乗って、乗って、押して車イスを押して車イスを

　　　　　　　　　　理解しよう　　　　　　　　　　理解しよう

    　　　　        　　　　　ウェルピアかつしか　ボランティア活動室　　　　　ウェルピアかつしか　ボランティア活動室

「「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱって何をするんだろう？」って何をするんだろう？」「興味はあるけれど参加する機会がなくて…」「興味はあるけれど参加する機会がなくて…」

なんて思っている方！！　夏休みになんて思っている方！！　夏休みにﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験してみましょう。体験してみましょう。

すてきなすてきな・・楽しい夏休みの想い出を残そう！！楽しい夏休みの想い出を残そう！！
【定　員】【定　員】

    １５組１５組

【参加費】【参加費】

　　無料無料

【申し込み】【申し込み】

　往復はがきで参加者の　往復はがきで参加者の

名前名前・・年齢年齢（学校名と学（学校名と学

年）年）参加希望日を明記の参加希望日を明記の

うえ申込ください。うえ申込ください。

７月７月1111 日必着日必着

【対象】【対象】

    区内在住区内在住・・在学の小学４年生～６年生と保護者の方　在学の小学４年生～６年生と保護者の方　
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No.No.グループ名グループ名

活動内容活動内容

No.No.　グループ名　グループ名 　　活動分野　　活動分野 　　　　　活動内容　　　　　活動内容

11 アイリスアイリス その他その他((高齢者福祉高齢者福祉)) 高齢者施設における動物介在活動高齢者施設における動物介在活動

22 アクアフレンズクラブアクアフレンズクラブ 水泳水泳 障害のある方障害のある方((子ども含む）子ども含む）・・高齢の方への水泳指導など高齢の方への水泳指導など

33 アムネかつしかアムネかつしか その他その他((障害者福祉障害者福祉)) 精神障害の方への自立支援精神障害の方への自立支援・・啓発啓発

44 泉会泉会 演芸披露演芸披露((楽器楽器)) 高齢者施設、高齢者施設、保育園等を訪問して大正琴を演奏保育園等を訪問して大正琴を演奏

55 (N)(N)Ｓ＆ＳＳ＆Ｓ その他その他((福祉福祉)) 子どもから高齢者まで各世代の健全な生活を支援。子どもから高齢者まで各世代の健全な生活を支援。

66 エメラルドグループエメラルドグループ 施設ボラ施設ボラ((作業手伝い作業手伝い)) 東四つ木ほほえみの里でのお手伝い東四つ木ほほえみの里でのお手伝い

77 沖縄沖縄・・パーランクーパーランクーﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会の会 その他その他((演芸披露演芸披露)) 沖縄の沖縄のﾊﾟｰﾗﾝｸｰﾊﾟｰﾗﾝｸｰを叩きながら踊るを叩きながら踊る（イベント会場（イベント会場・・施設等にて）施設等にて）

88 おはなし夢時計おはなし夢時計 その他その他((文化伝承文化伝承)) 童歌で親子あそびを伝えること、童歌で親子あそびを伝えること、語りの文化を広め、語りの文化を広め、豊かにする。豊かにする。

99 思い出の歌をうたう会思い出の歌をうたう会 演芸披露演芸披露((歌歌) ) 他他 高齢者施設で歌の指導高齢者施設で歌の指導

1010 音楽クラブ　せせらぎ音楽クラブ　せせらぎ 演芸披露演芸披露((楽器楽器))　他　他 オカリナ、オカリナ、ヴァイオリン、ヴァイオリン、リコーダーアンサンブルリコーダーアンサンブル

1111 音楽ボランティア音楽ボランティア「ルドルフ」「ルドルフ」 演芸披露演芸披露((楽器楽器)) 病院、病院、高齢者施設、高齢者施設、児童館等で管楽器児童館等で管楽器・・弦楽器演奏弦楽器演奏

1212 音訳＆デイジー　声の会音訳＆デイジー　声の会 音訳音訳((朗読朗読)) 資料資料・・本等の音声訳、本等の音声訳、対面朗読、対面朗読、録音図書録音図書((テープテープ・・CDCD））の製作の製作

1313 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ日本連盟東京都第日本連盟東京都第148148団団 若者支援若者支援・・青少年育成青少年育成 野外活動、野外活動、奉仕活動、奉仕活動、少女のための育成活動少女のための育成活動

1414 (N)(N)風の子会かつしか風の子クラブ風の子会かつしか風の子クラブ その他その他((障害者福祉障害者福祉)) 障害のある子どもの放課後や休日の活動支援障害のある子どもの放課後や休日の活動支援

1515 学校支援ボランティアの会学校支援ボランティアの会 教育教育((出前ボラ講座出前ボラ講座)) 出前出前ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座で福祉についてのお話、講座で福祉についてのお話、車いす体験の実施など車いす体験の実施など

1616 (N)(N)葛飾アクティブ葛飾アクティブ.COM.COM その他その他((高齢者福祉高齢者福祉)) 地域のシニアの生活活性化のためのサークル活動や事業活動地域のシニアの生活活性化のためのサークル活動や事業活動

1717 葛飾音訳ボランティアの会葛飾音訳ボランティアの会 音訳音訳((朗読朗読)) 音訳音訳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ。。録音図書制作録音図書制作（（CD)CD)、、ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾃｰﾌﾟﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾃｰﾌﾟ、、対面朗読対面朗読

1818 葛飾葛飾・・聞き書きボランティアの会聞き書きボランティアの会 その他その他((高齢者福祉高齢者福祉)) お年寄りから聞き書きをして、お年寄りから聞き書きをして、記録として記録としてﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄなどにまとめるなどにまとめる

1919 「かつしか語り隊」「かつしか語り隊」の会の会 その他その他((文化伝承文化伝承)) 区内の主に柴又地区の観光ガイドボランティア区内の主に柴又地区の観光ガイドボランティア

2020 かつしか光風会かつしか光風会 その他その他((文化伝承文化伝承)) 日本の昔の遊びを行い伝える。日本の昔の遊びを行い伝える。折り紙、折り紙、竹とんぼなど竹とんぼなど

2121 葛飾趣味のハーモニカクラブ葛飾趣味のハーモニカクラブ 演芸披露演芸披露((楽器楽器)) 高齢者施設、高齢者施設、保育園等でハーモニカ演奏保育園等でハーモニカ演奏

2222 かつしか中途失聴者友の会かつしか中途失聴者友の会 その他その他((障害者福祉障害者福祉)) 中途失聴者の中途失聴者のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ方法等、方法等、理解を深めるための研修など理解を深めるための研修など

2323 かつしか点訳の会かつしか点訳の会 点訳点訳 視覚障害者や図書館等の依頼による点訳、視覚障害者や図書館等の依頼による点訳、出前Ｖ講座への参加出前Ｖ講座への参加

2424 葛飾ドリームワークス葛飾ドリームワークス その他その他((演芸披露演芸披露)) ジャグリング等の大道芸を通して、ジャグリング等の大道芸を通して、地域参加地域参加・・社会参加していく社会参加していく

2525 葛飾の川をきれいにする会葛飾の川をきれいにする会 自然環境保護自然環境保護 河川環境の水質向上活動河川環境の水質向上活動

2626 葛飾の高齢者問題を考える会葛飾の高齢者問題を考える会    　　食事サービス他　　　　高齢者食事サービス　中川園友愛訪問　　食事サービス他　　　　高齢者食事サービス　中川園友愛訪問・・奉仕活動奉仕活動

　　　　サークルせせらぎ　　　　サークルせせらぎ

2727 　〃　　一人暮らし友の会　〃　　一人暮らし友の会 高齢者福祉高齢者福祉 ウイメンズパルで講演会、ウイメンズパルで講演会、調理実習等、調理実習等、「とものこえ」「とものこえ」を発行を発行

2828 　〃　　せせらぎ水元　〃　　せせらぎ水元 食事サービス　他食事サービス　他 高齢者食事サービス高齢者食事サービス（調理と配達）（調理と配達）施設での奉仕活動施設での奉仕活動

2929 かつしかかつしかVVネットネット ボランティア支援ボランティア支援 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体団体・・個人の相互交流による活動推進、個人の相互交流による活動推進、地域福祉の充実地域福祉の充実

3030 かつしか福祉グループかつしか福祉グループ 教育教育((出前ボラ講座出前ボラ講座)) 区内小中学校を中心に、区内小中学校を中心に、車いすの視点からのお話、車いすの視点からのお話、体験教室体験教室

3131 葛飾区保護司会社会参加奉仕活動部葛飾区保護司会社会参加奉仕活動部 �� 犯罪予防青少年育成犯罪予防青少年育成 犯罪予防犯罪予防（ミニ集会）（ミニ集会）と青少年育成に関する環境整備と青少年育成に関する環境整備・・保護観察保護観察

3232 かつしか夢プラスかつしか夢プラス 若者支援若者支援・・青少年育成青少年育成 ニートやフリーター、ニートやフリーター、その保護者等対象の講演会＆相談会その保護者等対象の講演会＆相談会

3333 葛飾幼児グループボランティア会葛飾幼児グループボランティア会 その他その他((障害者福祉障害者福祉)) 葛飾幼児グループでの保育やバザー手伝い葛飾幼児グループでの保育やバザー手伝い

3434 かつしか要約筆記研究会かつしか要約筆記研究会 聴覚障害者福祉聴覚障害者福祉 中途失聴者、中途失聴者、難聴者の方により多くの情報をつたえる難聴者の方により多くの情報をつたえる

3535 環境を守る会環境を守る会 自然環境保護自然環境保護 地域清掃地域清掃・・防犯防犯・・防災と、防災と、その啓発活動その啓発活動

3636 きさらぎ会きさらぎ会 介護予防介護予防 福祉福祉・・Ｖ活動をしている人達の交流、Ｖ活動をしている人達の交流、介護予防活動を行う介護予防活動を行う

3737 グループふれあいグループふれあい 施設ボラ施設ボラ((作業手伝い作業手伝い)) 水元ふれあいの家での洗濯物整理など水元ふれあいの家での洗濯物整理など

3838 グレースかつしかグレースかつしか その他その他((高齢者福祉高齢者福祉)) 高齢者の引きこもりを防ぐ為、高齢者の引きこもりを防ぐ為、年年22回ふれあいの集いを開催回ふれあいの集いを開催

3939 クローバーハーモニーメイツクローバーハーモニーメイツ 演芸披露演芸披露((楽器楽器)) ハーモニカ演奏による施設訪問ハーモニカ演奏による施設訪問

4040 群読の会やまびこ群読の会やまびこ 演芸披露演芸披露（群読）（群読） 本を深く読み込んで、本を深く読み込んで、それを声に出して表現する勉強それを声に出して表現する勉強

4141 互恵会互恵会 その他その他((各種教室各種教室)) 講演会、講演会、名所めぐり、名所めぐり、日帰り旅行日帰り旅行

4242 ザザ・・シルクシルク その他その他((演芸披露演芸披露)) 手品披露による施設訪問手品披露による施設訪問

平成２０年度平成２０年度ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ登録団体一覧登録団体一覧
６月１日現在の登録団体です。６月１日現在の登録団体です。メンバー募集や情報提供については、メンバー募集や情報提供については、

ボランティアセンターへお問合せください。ボランティアセンターへお問合せください。　　　電話５６９８－２５１１　　　電話５６９８－２５１１
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4343 座座・・スーパーマーケットスーパーマーケット                                その他その他((障害者福祉障害者福祉)) バリアフリーコンサート、バリアフリーコンサート、微弱電波発信器の設置、微弱電波発信器の設置、朗読活動朗読活動

4444 サンフラワーサンフラワー                                                                                                              介護予防介護予防 シニアエアロビ、シニアエアロビ、盆パラビクス等で保育園、盆パラビクス等で保育園、児童館等と交流児童館等と交流

4545 シニアの手シニアの手 演芸披露演芸披露((楽器楽器)) ハンドベル演奏による施設訪問ハンドベル演奏による施設訪問

4646 柴又おはなしころりん柴又おはなしころりん その他その他((文化伝承文化伝承)) 人形劇中心のおはなし会を通して子どもたちと交流人形劇中心のおはなし会を通して子どもたちと交流

4747 柔道で世界と手をつなぐ育成柔道で世界と手をつなぐ育成ｸﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞ （（N)N)　国際協力　国際協力 世界各国の子供達に柔道指導を通して世界各国の子供達に柔道指導を通してｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂ振興振興・・健全育成を図る健全育成を図る

4848 趣味の会趣味の会 その他その他((施設ボラ施設ボラ)) 高齢者施設での手芸、高齢者施設での手芸、お茶、お茶、華道華道

4949 手話サークル葛飾手話サークル葛飾 手話　教育手話　教育((Ｖ講座Ｖ講座))他他 手話について、手話について、聴覚障害者問題について、聴覚障害者問題について、福祉、福祉、Ｖに関することＶに関すること

5050 手話ダンス手話ダンス・・愛愛 聴覚障害者との交流聴覚障害者との交流 簡単な手話指導簡単な手話指導・・手話ダンス指導手話ダンス指導

5151 しょうぶしょうぶ 喫茶手伝い喫茶手伝い 高齢者施設でのホーム喫茶高齢者施設でのホーム喫茶

5252 翔友会翔友会 演芸披露演芸披露((楽器楽器)) お琴演奏で施設訪問お琴演奏で施設訪問

5353 新小岩虹の会新小岩虹の会 食事サービス食事サービス 高齢の方への配食高齢の方への配食ｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ

5454 すこやか白鳥会すこやか白鳥会 介護予防介護予防 手足を使った遊び、手足を使った遊び、屋外での作業、屋外での作業、健康体操、健康体操、消防署等の講演消防署等の講演

5555 すみっこの会すみっこの会 その他その他((福祉福祉)) ﾊﾞｻﾞｰﾊﾞｻﾞｰを開催し、を開催し、収益金は寄付高齢者施設訪問等に使用収益金は寄付高齢者施設訪問等に使用

5656 世界平和女性連合　ムクゲの会世界平和女性連合　ムクゲの会 国際協力　他国際協力　他 モンゴルの子どもたちの支援　奥戸くつろぎの郷での清掃モンゴルの子どもたちの支援　奥戸くつろぎの郷での清掃

5757 せせらぎ亀有せせらぎ亀有 食事サービス食事サービス 高齢者を対象に、高齢者を対象に、おべんとうの調理と配達おべんとうの調理と配達

5858 立石ディスコナイト実行委員会立石ディスコナイト実行委員会 その他その他((障害者福祉障害者福祉)) 年年66回、回、区内の障害者施設、区内の障害者施設、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌの協力でイベント開催の協力でイベント開催

5959 だるまの会だるまの会 その他その他((各種教室各種教室)) 水元保健水元保健ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰで、で、健康体操、健康体操、ゲーム遊び、ゲーム遊び、押し花等各種等教室押し花等各種等教室

6060 たんぽぽたんぽぽ 収集収集・・寄付寄付 使用済み切手を整理し、使用済み切手を整理し、ボランティア団体や施設に寄付ボランティア団体や施設に寄付

6161 地域交流室地域交流室・・ひろばの会ひろばの会 その他その他((高齢者福祉高齢者福祉)) 高齢者のための交流室の運営、高齢者のための交流室の運営、互助ネットワーク作り互助ネットワーク作り

6262 Team Fortis!Team Fortis!　風舞菖蒲　風舞菖蒲 その他その他((伝統伝統・・文化文化)) よさこいソーランによる青少年育成や地域活性化、よさこいソーランによる青少年育成や地域活性化、施設訪問など施設訪問など

6363 点字グループ点字グループ・・アイアイ 点訳　教育点訳　教育((出前ボラ講座出前ボラ講座))点訳本の作成　出前ボランティア講座で点字の指導点訳本の作成　出前ボランティア講座で点字の指導

6464 天使の輪　エンジェルリング天使の輪　エンジェルリング 施設ボラ施設ボラ((作業手伝い作業手伝い)) 水元ふれあいの家、水元ふれあいの家、西水元あやめ園での理容ボラ等西水元あやめ園での理容ボラ等

6565 虹の会虹の会 その他その他((福祉福祉)) 吃音の改善吃音の改善

6666 はぁーとのわはぁーとのわ 施設ボラ施設ボラ((作業手伝い作業手伝い)) 精神障害の方の支援。精神障害の方の支援。イベント活動などイベント活動など

6767 (N)(N)花いっぱい花いっぱい その他その他((福祉福祉)) 介護事業、介護事業、ITIT事業事業

6868 花のまちづくり協議会花のまちづくり協議会 その他その他((環境環境)) 地域と学校が連携した花作り活動を通じ地域の街作り運動に寄与地域と学校が連携した花作り活動を通じ地域の街作り運動に寄与

6969 はなみずき会はなみずき会 介護予防介護予防 区内の健康体操グループの代表が集まり合同練習、区内の健康体操グループの代表が集まり合同練習、情報交換情報交換

7070 ひまわり会ひまわり会 介護予防介護予防 シニアのエアロビシニアのエアロビ「ダイヤビック」、「ダイヤビック」、レクリエーションダンスなどレクリエーションダンスなど

7171 病児保育を作る会病児保育を作る会 病児病児・・病後児の保育病後児の保育 訪問型等病児訪問型等病児・・病後児保育の提供、病後児保育の提供、ネットワーク設立支援ネットワーク設立支援

7272 フィールドフィールド その他その他((障害者福祉障害者福祉)) 障害者の社会参加を促進する為、障害者の社会参加を促進する為、講習会等を開催講習会等を開催HPHP等で情報提供等で情報提供

7373 フィールドタウンフィールドタウン（原町成年寮）（原町成年寮） その他その他((障害者福祉障害者福祉)) 緊急一時保護事業利用者の介護業務緊急一時保護事業利用者の介護業務

7474 プルメリアプルメリア 高齢者高齢者･･障害者福祉障害者福祉 老人老人ﾎｰﾑﾎｰﾑ等福祉施設を訪問メイクボランテア、等福祉施設を訪問メイクボランテア、ボランテア祭り参加ボランテア祭り参加

7575 ボランティアグループ　カンナボランティアグループ　カンナ その他その他((福祉福祉)) 地域社会に寄与するため、地域社会に寄与するため、シニア活動支援シニア活動支援ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰでの活動での活動

7676 ボランティア心のつばめ会ボランティア心のつばめ会 その他その他((障害者福祉障害者福祉)) 精神障害者とその家族に、精神障害者とその家族に、講演会、講演会、心の相談会等の開催心の相談会等の開催

7777 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ｻｰｸﾙﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ｻｰｸﾙ“みく”“みく” その他その他((福祉福祉)) 障害のある人が社会に出やすく受け入れられやすい世の中を創る障害のある人が社会に出やすく受け入れられやすい世の中を創る

7878 水元グリーンプラザ友の会水元グリーンプラザ友の会 自然環境保護自然環境保護 ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ内の花壇及び周辺の樹木等の手入れ管理内の花壇及び周辺の樹木等の手入れ管理

7979 (N)(N)水元ネイチャープロジェクト水元ネイチャープロジェクト 自然環境保護自然環境保護 水元公園や水産試験場跡地での環境保全のための調査研究等水元公園や水産試験場跡地での環境保全のための調査研究等

8080 水元の自然と金魚の会水元の自然と金魚の会 自然環境保護自然環境保護 自然観察会の実施および金魚展示場での飼育支援、自然観察会の実施および金魚展示場での飼育支援、案内説明等案内説明等

8181 もみじクラブもみじクラブ その他その他((健康づくり健康づくり)) 身体障害者向けの太極拳、身体障害者向けの太極拳、呼吸法、呼吸法、季節の歌季節の歌

8282 ヨヨﾂﾂトエイドジトエイドジﾔﾔパンパン その他障害者福祉その他障害者福祉 セーリング体験講習会の開催、セーリング体験講習会の開催、広報広報

8383 水元ふれあいネットワーク水元ふれあいネットワーク その他その他((福祉福祉)) 介護、介護、医療、医療、福祉の改善の取り組み。福祉の改善の取り組み。高齢者の支援活動等高齢者の支援活動等

8484 わかばかつしかわかばかつしか その他その他((福祉福祉)) 障害者障害者・・学生との料理教室学生との料理教室
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 ブイブイ

 

　社会に出てはたらく障害のある人やその家族　社会に出てはたらく障害のある人やその家族

の方々からの方々から「福祉に関する情報がはいりにく「福祉に関する情報がはいりにく

い」い」あるいはあるいは「もっと制度や自立のための支援「もっと制度や自立のための支援

について知りたい」について知りたい」と言う声を聞き、と言う声を聞き、自分自身自分自身

も障害のある娘の親と言う立場から、も障害のある娘の親と言う立場から、ボランボラン

ティアグループを立ち上げました。ティアグループを立ち上げました。

　そういった不安や疑問を解決できるような企　そういった不安や疑問を解決できるような企

画を立てていこうと思っています。画を立てていこうと思っています。

　地域の他の団体とも協力いただいて、　地域の他の団体とも協力いただいて、今年度今年度

Ｖネット加入団体の紹介コーナーですＶネット加入団体の紹介コーナーです

はは『浴衣の着付け教室』『浴衣の着付け教室』から始める予定です。から始める予定です。

ぜひ、ぜひ、ご参加ください。ご参加ください。

　活動メンバーも募集中です。　活動メンバーも募集中です。よろしくお願いよろしくお願い

します。します。

ボランティアグループ情報ボランティアグループ情報  

日　時　　７月６日日　時　　７月６日（日）（日）・・７日７日（月）（月）

　　　　　午前９時から　　　　　午前９時から（雨天決行）（雨天決行）

場　所　　堀切水辺公園　花菖蒲田場　所　　堀切水辺公園　花菖蒲田（荒川河川敷堀切１丁目先　防災船着場前）（荒川河川敷堀切１丁目先　防災船着場前）

持ち物　　長靴持ち物　　長靴・・帽子帽子・・タオルタオル・・汚れてもよい服装汚れてもよい服装

問合せ先　問合せ先　『花菖蒲を育てる会』『花菖蒲を育てる会』  黒川幹雄　電話黒川幹雄　電話/FAX /FAX ３６９６－１１９２３６９６－１１９２

 

 

 葛飾区の花 花菖蒲の株分け体験をしませんか？  

　　Ｖネット加盟のＶネット加盟の「お話夢時計」「お話夢時計」が５月３１日にが５月３１日に“山本亭菖蒲まつり”“山本亭菖蒲まつり”

の催しの一つとして、の催しの一つとして、大人のための語りの会を行いました。大人のための語りの会を行いました。当日は雨当日は雨

模様の中、模様の中、会場に６０人を超える聴衆が集まり、会場に６０人を超える聴衆が集まり、イギリスイギリス・・アメリカ、アメリカ、

日本の昔話などを６名の会員の方々が”日本の昔話などを６名の会員の方々が”語り”語り”を熱演しました。を熱演しました。

　聞き手の大人は物音ひとつさせず、　聞き手の大人は物音ひとつさせず、時間も忘れて、時間も忘れて、じっと語り手のじっと語り手の

物語を聞き入っていました。物語を聞き入っていました。

　　フィールドフィールド　　ホームページホームページ

http://sky.geocities.jp/iris_ktown/http://sky.geocities.jp/iris_ktown/

ボランティア募集ボランティア募集

　＜きね川福祉作業所＞　＜きね川福祉作業所＞
活動内容活動内容：：作業の補助、作業の補助、施設の清掃施設の清掃

　　　　　レクリエーションのお手伝い　　　　　レクリエーションのお手伝い

日時日時：：月～金月～金（９時～１５時半）（９時～１５時半）

　　　毎週木曜　午後　　　毎週木曜　午後

場所場所：：東四つ木３－８－１０東四つ木３－８－１０

問合問合：：担当稲留３６９４－１５７７担当稲留３６９４－１５７７

＜白鳥福祉館＞＜白鳥福祉館＞
活動内容活動内容：：地域交流事業地域交流事業

「第１１回お茶亀まつり」「第１１回お茶亀まつり」

　　　　　　　のお手伝い　　　　　　　のお手伝い

　車いす介助や模擬店、　車いす介助や模擬店、

　自主生産販売　自主生産販売

日時日時：：７月２０日７月２０日（日）（日）

　　　１０時～１８時　　　１０時～１８時

場所場所：：白鳥４－８－１白鳥４－８－１

問合問合：：担当西森担当西森・・日下日下

　　３６０４－００３４　　３６０４－００３４

＜あゆみ保育園＞＜あゆみ保育園＞
活動内容活動内容：：

　　遠足や外遊びの付き添い　　遠足や外遊びの付き添い

　　０歳児の食事補助　　０歳児の食事補助

　　イベントのお手伝い　　イベントのお手伝い

（一万人チャリティライブ）（一万人チャリティライブ）

日時日時：：月～土月～土

（７時４５分～１９時４５分）（７時４５分～１９時４５分）

１時間でも月１回でも可１時間でも月１回でも可

場所場所：：新小岩２－１５－１１新小岩２－１５－１１

問合問合：：担当山中担当山中

　　５６６１－６２０２　　５６６１－６２０２
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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

＊子ども関係施設＊　高砂保育園、＊子ども関係施設＊　高砂保育園、のぞみ発達クリニックのぞみ発達クリニック

＊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

　みずほ福祉助成財団　みずほ福祉助成財団

　「平成２０年度社会福祉助成金事業」　「平成２０年度社会福祉助成金事業」

助成対象助成対象：：社会福祉社会福祉（障害児者関係）（障害児者関係）に関する民間の事業に関する民間の事業・・研究事業研究事業

　　　　　原則として１年以上の継続的、　　　　　原則として１年以上の継続的、組織的活動実績のある法人組織的活動実績のある法人

　　　　　施設　　　　　施設・・団体、団体、共同作業所等共同作業所等

　　　　　２１年３月末で完了するもの　　　　　２１年３月末で完了するもの

助成額助成額：：１件当たりの助成金額は、１件当たりの助成金額は、1515 万以上万以上100100 万円万円

申込方法申込方法：：所定の申込用紙に必要事項を記入の上、所定の申込用紙に必要事項を記入の上、

　　　　　資料　　　　　資料（定款、（定款、事業計画書等）事業計画書等）を添付し郵送を添付し郵送

◆◆◆◆◆◆◆◆◆　◆◆◆　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。
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申込受付申込受付：：７月３１日７月３１日（木）（木）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　みずほ福祉助成財団事務局財団法人　みずほ福祉助成財団事務局

〒〒100-0004100-0004　千代田区大手町１－５－４　千代田区大手町１－５－４

電話３２０１－２４４２　電話３２０１－２４４２　

FAXFAX ５２５２－８６６０５２５２－８６６０
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 新たな配布協力新たな配布協力

のぞみ発達クリニックのぞみ発達クリニック


