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センターだよりセンターだより

ボランティア登録状況ボランティア登録状況

　　    （平成２２年（平成２２年  ２月末現在）２月末現在）

個人登録　　　　１１４名個人登録　　　　１１４名

団体登録団体登録  ２，２， ７８３名７８３名

　　　　　　    　　　　（　８５団体　　　　（　８５団体  ））

　　合　計　　２，　　合　計　　２， ８９７　名８９７　名

 

ボランティア相談窓口ボランティア相談窓口はは

平日平日：：８時８時3030分～分～1717時時1515分　分　水曜日水曜日はは1919時時3030分まで。分まで。

毎月第１毎月第１・・３の３の土曜日土曜日は開所します。は開所します。　３月２０日　３月２０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４月３日　　　　　　　　　　　　　　　　　　４月３日・・１７日１７日

お
知
ら
せ

に始まるに始まる

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座講座・・講習会講習会

2222 年度　手話講習会年度　手話講習会

 

 

音訳ボランティア養成講座音訳ボランティア養成講座
視覚障害者に対する音訳ボランティア活動をし視覚障害者に対する音訳ボランティア活動をし

ようと思われる方！ようと思われる方！

◆内容　視覚障害者への理解◆内容　視覚障害者への理解

　　　　音訳　　　　音訳・・対面朗読の基本的技術など対面朗読の基本的技術など

◆講師　中島久子氏◆講師　中島久子氏（日本点字図書館講師）（日本点字図書館講師）

◆日時　５月１１日～７月２０日の火曜日◆日時　５月１１日～７月２０日の火曜日（全１１回）（全１１回）

　　　　１３時３０分～１５時３０分　　　　１３時３０分～１５時３０分

◆会場　ウェルピアかつしか１階　◆会場　ウェルピアかつしか１階　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動室活動室

◆定員　２０名　＜申込多数の場合は抽選＞◆定員　２０名　＜申込多数の場合は抽選＞

◆受講料　１，◆受講料　１，０００円０００円

◆申込は往復はがきに、◆申込は往復はがきに、住所住所・・氏名氏名・・電話番号等を記入電話番号等を記入

　の上、　の上、お申込ください。お申込ください。４月２６日必着。４月２６日必着。

入門コース 初級コース 中級コース 上級コース

昼クラス

10時
　～12時

金曜
(全2回）
4/16、23

金曜
（全30回）
5/14～

木曜
（全33回）
4/22～

火曜
（全30回）
4/20～
選考試験

4/6

夜クラス

19時
　～21時

火曜
（全2回）
4/13、20

火曜
（全30回）
5/11～

水曜
（全33回）
4/21～

木曜
（全30回）
4/22～
選考試験

4/8

定員 各50名 各40名 各40名 各20名

教材費 無料 ３千円程度

◆対象　区内在住の高校生以上の健聴者◆対象　区内在住の高校生以上の健聴者

◆会場　ウェルピアかつしか内◆会場　ウェルピアかつしか内

◆申込は往復はがきに、◆申込は往復はがきに、希望コース希望コース・・クラス、クラス、

手話学習年数、手話学習年数、住所住所・・氏名氏名・・電話番号等を明記電話番号等を明記

の上、の上、お申込ください。お申込ください。入門入門・・中級中級・・上級は上級は

３月２９日必着。３月２９日必着。　　（初級は４月（初級は４月2626 日）日）

 
 

 

　２ページ　２ページ

講座講座・・登録登録

　　３ページ　　３ページ

介護支援介護支援・・ボラ募集ボラ募集

　　４ページ　　４ページ

ボラ募集ボラ募集・・情報情報

　　５ページ　　５ページ

ＶネットＶネット・・ボラ情報ボラ情報

　　６ページ　　６ページ

助成金情報助成金情報・・詩他詩他
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ボランティア活動をされる方とボランティアを必要とする方のために、ボランティア活動をされる方とボランティアを必要とする方のために、情報提供や連絡調整などを情報提供や連絡調整などを

する目的でする目的で,,かつしかボランティアセンターでは登録を行っています。かつしかボランティアセンターでは登録を行っています。

ボランティア活動を推進する基本にもなりますので、ボランティア活動を推進する基本にもなりますので、ぜひ登録を行ってください。ぜひ登録を行ってください。

２１年度登録の団体２１年度登録の団体・・個人個人で、で、活動を継続される方は、活動を継続される方は、更新の手続きをお願いいたします。更新の手続きをお願いいたします。

ボランティア登録更新ボランティア登録更新
ボランティア登録用紙に必要事項を記入し、ボランティア登録用紙に必要事項を記入し、センター窓口に提出してくセンター窓口に提出してく

ださい。ださい。２１年度の登録者には、２１年度の登録者には、先月号先月号（２月号）（２月号）のセンターだよりとのセンターだよりと

一緒に２２年度登録更新用紙を同封しています。一緒に２２年度登録更新用紙を同封しています。

更新受付期間更新受付期間：：３月８日３月８日（月）（月）～３１日～３１日（水）（水）

※※ボランティア保険ボランティア保険の加入も合わせて行いましょう！！の加入も合わせて行いましょう！！

　登録者はＢプランに　登録者はＢプランに400400円円（（100100円は補助）円は補助）で加入できます。で加入できます。

 

３月３１日３月３１日

までにネまでにネ

 
 

◆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　４月１５日　　◆日時　４月１５日　　

　　　　５月２０日　　　　　　　５月２０日　　　

◆定員　２０名　◆定員　２０名　＜先着順＞＜先着順＞

◆対象　区内在住◆対象　区内在住・・在勤在勤・・在学の方在学の方＜高校生以上＞＜高校生以上＞

ボランティア講座のご案内ボランティア講座のご案内

ボランティア活動研修ボランティア活動研修

◆内容　ボランティアグループの後継者問題　◆内容　ボランティアグループの後継者問題　

　　　　～新会員が入りたくなるグループのカタチ～　　　　～新会員が入りたくなるグループのカタチ～

　　　　　参加者によるワークショップ　　　　　参加者によるワークショップ

◆講師　◆講師　NPONPO法人　法人　OhOh’’zz倶楽部倶楽部

　　　　　　　　市川社協の市川社協の「高校生ボランティアワーク」「高校生ボランティアワーク」卒業生からな卒業生からな

　　　　　る団体。　　　　　る団体。高校生に対するワークキャンプの企画高校生に対するワークキャンプの企画・・運営運営・・

　　　　　青少年健全育成事業や研修活動などを実施。　　　　　青少年健全育成事業や研修活動などを実施。

ボランティアセンターに登録している活動中ボランティアセンターに登録している活動中

の方向けの研修です。の方向けの研修です。 ◆日時　◆日時　３月２０日３月２０日（土）（土）　　

　　　　　１０時～１２時　　　　　１０時～１２時（予定）（予定）

◆対象◆対象・・定員　センター登録または、定員　センター登録または、登録登録

　　　　　　　予定の方　４０名　　　　　　　　予定の方　４０名　

◆会場　ボランティア活動室　　◆会場　ボランティア活動室　　

◆申込方法　　３月１７日◆申込方法　　３月１７日（水）（水）までにまでに

　　　　　　　電話でお申込ください。　　　　　　　電話でお申込ください。

　　　　　　　　　　　　５６９８－２５１１５６９８－２５１１

＜講座＞＜講座＞はじめてのボランティアはじめてのボランティア
定期的に開催している、定期的に開催している、ボランティア初心者に最適の講座です。ボランティア初心者に最適の講座です。

◆会場　社協研修室　　◆会場　社協研修室　　

◆申込方法◆申込方法

　　　　前日までに、　　　　前日までに、電話又は、電話又は、FAXFAXでで

　　　　お申込ください。　　　　お申込ください。

　電話　電話：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１

　　FAXFAX：：５６９８－２５１２５６９８－２５１２

((木）木）午後２時～３時３０分午後２時～３時３０分

　　　　＜両日とも同じ内容＞＜両日とも同じ内容＞
}}

 
 
 
 

新たに登録を希望される方は、新たに登録を希望される方は、センターの窓口にセンターの窓口に

用紙があります。用紙があります。団体登録の方は、団体登録の方は、会員名簿などが必要です。会員名簿などが必要です。
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【日時【日時・・会場】会場】

３月１９日３月１９日（金）（金）

　午後１時半～４時　午後１時半～４時

　ボランティア活動室　　　ボランティア活動室　　

　　

★説明会★説明会・・基礎研修会基礎研修会    区内在住の満６５歳以上の方で、区内在住の満６５歳以上の方で、サポーター登録をした方がサポーター登録をした方が

区内介護施設で、区内介護施設で、外出や散歩の付き添い、外出や散歩の付き添い、話し相手、話し相手、掃除、掃除、

余暇活動の支援など、余暇活動の支援など、個々の施設に応じたお手伝い個々の施設に応じたお手伝い（サポー（サポー

ター活動）ター活動）を行うと、を行うと、その活動時間に応じて評価ポイントその活動時間に応じて評価ポイント

　（１時間＝　（１時間＝100100ポイント＝ポイント＝100100円）円）が付与されます。が付与されます。

　　評価ポイントは年度毎に集計され、　　評価ポイントは年度毎に集計され、ご本人の申し出によりご本人の申し出により

評価ポイント数に応じた交付金評価ポイント数に応じた交付金（年間最大（年間最大5,0005,000円）円）が支給が支給

されます。されます。
【内容】【内容】

①制度の概要説明①制度の概要説明

②サポーター活動における心構等②サポーター活動における心構等

③登録手続き③登録手続き

　　　　参加希望の方は、参加希望の方は、前日までに前日までに

　　　　お電話ください。お電話ください。

制度の問合せ制度の問合せ

説明会の申込説明会の申込

電話電話

５６９８－２５１１５６９８－２５１１

＜平成２２年２月末現在＞＜平成２２年２月末現在＞

ボランティア募集ボランティア募集 

＜かわせみデイサービス趣味活動のお手伝い＞＜かわせみデイサービス趣味活動のお手伝い＞

金町でデイサービスを行なっています。金町でデイサービスを行なっています。

新年度からのボランティアを募集します。新年度からのボランティアを募集します。

日時日時：：月～金曜日の１３時～１５時位月～金曜日の１３時～１５時位

場所場所：：かわせみデイサービスかわせみデイサービス

　　　　（金町３－４９－２　　　　（金町３－４９－２  池田ビル１階）池田ビル１階）

内容内容：：デイサービス利用者の趣味活動　（絵手紙、デイサービス利用者の趣味活動　（絵手紙、手芸、手芸、

　　　生け花、　　　生け花、編み物、編み物、囲碁、囲碁、将棋など）将棋など）を教えるを教える

　　　絵具や葉書など必要な材料は準備します。　　　絵具や葉書など必要な材料は準備します。

募集人数募集人数：：１～２名１～２名

　　　月１回、　　　月１回、数ヶ月に１回でも構いません。数ヶ月に１回でも構いません。

　　　長くやってくださる方を希望します。　　　長くやってくださる方を希望します。

連絡先連絡先：：電話５６４８－５２５０電話５６４８－５２５０（担当（担当：：板橋）板橋）

＜東四つ木ほほえみの里＜東四つ木ほほえみの里

　園芸活動のお手伝い＞　園芸活動のお手伝い＞

日時日時：：毎日毎日（時間帯も含め、（時間帯も含め、相談相談

　　　に応じます）　　　に応じます）

場所場所：：東四つ木ほほえみの里内　東四つ木ほほえみの里内　

内容内容：：園芸ボランティア。園芸ボランティア。

　　　４月以降、　　　４月以降、施設屋上に小さ施設屋上に小さ

　　　な菜園を作る予定。　　　な菜園を作る予定。水やり水やり

　　　と手入れの手伝い　　　と手入れの手伝い（約３０（約３０

　　　分～１時間位）　　　分～１時間位）をお願いしをお願いし

　　　ます。　　　ます。

募集人数募集人数：：１～２名　　　１～２名　　　

連絡先連絡先：：電話５６９８－２３４１電話５６９８－２３４１

      　　    （担当（担当：：  遠藤）遠藤）

    登録施設登録施設（特別養護老人ホーム、（特別養護老人ホーム、デイサービス施設なデイサービス施設な

ど）ど）は２１施設あります。は２１施設あります。

　◆来年度４月以降、　◆来年度４月以降、新規登録施設を随時、新規登録施設を随時、募集しており募集しており

　ます。　ます。　ボランティアセンターへお電話ください。　ボランティアセンターへお電話ください。

    ◇２１年度サポーター活動をされた方　◇２１年度サポーター活動をされた方　

　　活動開始時期は様々ですが、　　活動開始時期は様々ですが、今年度の活動は今年度の活動は

　　３月末までです。　　３月末までです。おつかれさまでした！おつかれさまでした！

　◇２２年度　継続して活動をされる方　◇２２年度　継続して活動をされる方

　　今後とも、　　今後とも、どうぞ、どうぞ、よろしくお願いいたします！よろしくお願いいたします！

★登録サポーターの皆様★登録サポーターの皆様

◆２２年度の説明会◆２２年度の説明会・・研修会は研修会は

　５月以降を予定しています。　５月以降を予定しています。

　　４月号に日時を載せます。　　４月号に日時を載せます。
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ボランティア募集ボランティア募集 

＜葛飾特別支援学校　部活動の指導＞＜葛飾特別支援学校　部活動の指導＞

内容内容：：先生方と一緒に指導に関わる。先生方と一緒に指導に関わる。

　　　指導の他、　　　指導の他、着替えや走種目の伴走、着替えや走種目の伴走、技術的な技術的な

　　　支援もお願いします。　　　支援もお願いします。

募集人数募集人数：：各部　１～２名各部　１～２名

　　　　資格の有無は問いません。　　　　資格の有無は問いません。

　　　　中学　　　　中学・・高校高校・・大学の同好会などで大学の同好会などで

　　　　ある程度経験がある方。　　　　ある程度経験がある方。

場所場所：：都立葛飾特別支援学校　校庭都立葛飾特別支援学校　校庭・・体育館体育館

　　　（金町２－１４－１）　　　（金町２－１４－１）

連絡先連絡先：：電話３６０８－４４２２　（担当電話３６０８－４４２２　（担当：：松井）松井）

　　　詳しい内容、　　　詳しい内容、条件はお問合せください。条件はお問合せください。

知的に遅れのある生徒が通う学校です。知的に遅れのある生徒が通う学校です。

指導のできる方、指導のできる方、興味のある方ぜひ、興味のある方ぜひ、ご協力ください。ご協力ください。

＜保育のボランティア＞＜保育のボランティア＞
青戸保育園の父母会で、青戸保育園の父母会で、新旧引継ぎを新旧引継ぎを

行なう会議中の保育をお願いします。行なう会議中の保育をお願いします。

日時日時：：５月１４日５月１４日（金）　（金）　

　　　１８時３０分～２０時３０分　　　１８時３０分～２０時３０分

場所場所：：青戸地区センター青戸地区センター（青戸５－２０－６）（青戸５－２０－６）

内容内容：：会議中、会議中、別室で１歳～５歳の別室で１歳～５歳の

　　　子ども１０～１５人を保育する。　　　子ども１０～１５人を保育する。

募集人数募集人数：：３～４名３～４名

連絡先連絡先：：青戸保育園父母の会　（担当青戸保育園父母の会　（担当：：本間）本間）

※連絡先については、※連絡先については、先ずボランティアセン先ずボランティアセン

ターにお問い合わせください。ターにお問い合わせください。

　電話５６９８－２５１１　電話５６９８－２５１１

＜センターだより＜センターだより    発送作業＞発送作業＞

活動日 活動内容

バレー
ボール部

月～金
夏休みに校内合宿

スパイク、ブロック、
サーブ練習等

陸上部 月・火・木・金
ランニング
　インターバル走
　ペース走・時間走

テニス部 火・金
硬式テニス
　ストローク、ボ
レー、サーブ

演劇部
月・火

演劇祭前に土曜日
練習

演劇の練習
　発声練習
　即興表現練習

その他：バスケット・サッカー・ソフトボール・
キーボード・レクリエーション・パソコン

※活動時間は、※活動時間は、月月・・火火・・木木・・金　金　15:3015:30～～16:2016:20

　　　　　　　水　　　　　　　　水　14:3014:30～～15:2015:20

毎月毎月1515 日発行の日発行の「ボランティアセンターだよ「ボランティアセンターだよ

り」り」の発送作業の発送作業（封筒詰めなど）（封筒詰めなど）をお手伝いくをお手伝いく

ださい。ださい。

日時日時：：４月１２日４月１２日（月）（月）  １０時～正午頃１０時～正午頃

直接ボランティアセンターへ　お越しください。直接ボランティアセンターへ　お越しください。

※新年度から、※新年度から、皆さんのお手元により早く届く皆さんのお手元により早く届く

ように発送作業の日をように発送作業の日を1010～～1212日にします。日にします。

ボランティアグループ情報ボランティアグループ情報

「精神疾患者「精神疾患者・・うつ病等」うつ病等」相談相談

施設施設・・団体の紹介団体の紹介　　

各施設各施設・・家族会の代表者に事業内容を家族会の代表者に事業内容を

お聞きしましょう。お聞きしましょう。

日時日時：：３月２７日３月２７日（土）（土）

　　　　１４時～１６時　　　　１４時～１６時

場所場所：：葛飾区市民活動支援センター葛飾区市民活動支援センター

　　　大会議室　　　大会議室（立石３－１２－１）（立石３－１２－１）

参加費参加費：：５００円　５００円　

　　　　参加希望者は直接会場へ。　　　　参加希望者は直接会場へ。

連絡先連絡先：：（（N)N)心のつばめ会心のつばめ会

　　　　３６２７－００６３　岩崎　　　　３６２７－００６３　岩崎

 

＜講座会＞＜講座会＞

＜ワンコイン　コンサート＞＜ワンコイン　コンサート＞
Home SweethomeHome Sweethome  逢いたくて春…逢いたくて春…　　

日時日時：：３月３０日３月３０日（火）（火）１４時開演１４時開演

場所場所：：かめありリリオホール　かめありリリオホール　参加費参加費：：５００円５００円

問合せ問合せ：：座座・・スーパーマーケットスーパーマーケット

　　　３６０３－０３３８　　　３６０３－０３３８（月～金（月～金1111時～時～1515時）時）
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日時　４月２７日日時　４月２７日  （火）（火）  午後６時３０分から８時午後６時３０分から８時

場所　ボランティア活動室場所　ボランティア活動室  （ウェルピアかつしか１階）（ウェルピアかつしか１階）

今年度は様々なイベントや活動を紹介しました今年度は様々なイベントや活動を紹介しました

　第６回総会を４月２７日　第６回総会を４月２７日 （火）（火） に開催予定に開催予定

練習日　毎週土曜日　午後７時から　練習日　毎週土曜日　午後７時から　

場　所　ウェルピアかつしか１階場　所　ウェルピアかつしか１階

　　　　　ボランティア活動室他　　　　　ボランティア活動室他

　連絡先　０８０－３４３６－１０３２　連絡先　０８０－３４３６－１０３２

　　　　　扇久保　　　　　扇久保

　　　　　　E-mail fortisgroup@jp.bigplanet.comE-mail fortisgroup@jp.bigplanet.com

Team Fortis!Team Fortis!　風舞菖蒲　風舞菖蒲

ボランティアしますボランティアします

　また今年度はＶネットの広報活動として、　また今年度はＶネットの広報活動として、総総

会の報告や江戸川区のボランティアまつりや会の報告や江戸川区のボランティアまつりや

「サークルせせらぎ」「サークルせせらぎ」の創立２５周年祝賀会、の創立２５周年祝賀会、ささ

らにはらには「おはなし夢時計」「おはなし夢時計」の語りの会を取材し、の語りの会を取材し、

このＶネット情報欄などで報告しました。このＶネット情報欄などで報告しました。さらさら

に加入のお誘いのチラシを２回配布し、に加入のお誘いのチラシを２回配布し、新たに新たに

仲間に加わっていただいた団体もありました。仲間に加わっていただいた団体もありました。

なおＶネットの第６回総会を下記の通り予定しなおＶネットの第６回総会を下記の通り予定し

ています。ています。詳しくは次号の詳しくは次号の「ボランティアセン「ボランティアセン

ターだより」ターだより」にて、にて、また加入団体の代表者また加入団体の代表者・・個人個人

ボランティアの方々には往復葉書にてお知らせボランティアの方々には往復葉書にてお知らせ

します。します。

 

定例化して行っております。定例化して行っております。また、また、今年度は今年度は

夏祭りに自治会と協力して敬老席を設けまし夏祭りに自治会と協力して敬老席を設けまし

た。た。高齢者だけでは大変な粗大ゴミ搬出のお高齢者だけでは大変な粗大ゴミ搬出のお

手伝いをしました。手伝いをしました。専門家を招き専門家を招き「老人ホー「老人ホー

ムに関する講演会」ムに関する講演会」を開催いたしました。を開催いたしました。

　これらの活動を通　これらの活動を通

し高齢者との交流をし高齢者との交流を

図りながら、図りながら、会員の会員の

スキルアップのためスキルアップのため

の勉強会も実施し、の勉強会も実施し、

楽しくボランティア楽しくボランティア

活動を行っています。活動を行っています。　　　＜健康体操＞　　　＜健康体操＞

金町マンション金町マンション

「みまもり「みまもり・・あんしんの会」あんしんの会」

今年度、今年度、Ｖネットは加入団体および個人ボランＶネットは加入団体および個人ボラン

ティアの皆様のご協力により様々な活動を行ティアの皆様のご協力により様々な活動を行

なってきました。なってきました。昨年４月の第５回総会で承認昨年４月の第５回総会で承認

された事業計画に基づき、された事業計画に基づき、９月の９月の“ボランティア“ボランティア

のたまり場”のたまり場”ではでは「亀のストラップ」「亀のストラップ」を作りましを作りまし

た。た。１２月の１２月の“第２１回かつしかボランティアま“第２１回かつしかボランティアま

つり”つり”には共催団体として活動し、には共催団体として活動し、開催準備のた開催準備のた

めの実行委員会などに多数の参加を得ました。めの実行委員会などに多数の参加を得ました。

また本年１月にはまた本年１月には“新年初顔あわせ”“新年初顔あわせ”を催し、を催し、ここ

れまでにない６０名近くの出席をいただき、れまでにない６０名近くの出席をいただき、交交

流流・・親睦を深めました。親睦を深めました。

＜総会＞＜総会＞

福祉施設などで福祉施設などでよさこいソーランよさこいソーランを踊っていまを踊っていま

す。す。　２０１０年度のメンバーと、　２０１０年度のメンバーと、地域のお祭りや地域のお祭りや

イベントへの参加を募集中です。イベントへの参加を募集中です。

入会金入会金1,5001,500円　円　

月会費月会費（衣装代含）（衣装代含）大人大人1,0001,000円円

　　　　　　　　　子ども　　　　　　　　　子ども500500円円

　年々進む高齢化社会の中で、　年々進む高齢化社会の中で、金町マンション金町マンション

も築３０年を過ぎ、も築３０年を過ぎ、高齢者の割合が増えてまい高齢者の割合が増えてまい

りました。りました。そこで、そこで、孤独死をなくし災害などに備孤独死をなくし災害などに備

ええ「高齢者が安心して暮らせるマンション」「高齢者が安心して暮らせるマンション」を目を目

指して一昨年６月に会を立ち上げ、指して一昨年６月に会を立ち上げ、活動を開始活動を開始

しました。しました。

　初めに　初めに「災害時の要支援者アンケート」「災害時の要支援者アンケート」を実施を実施

し名簿を作成しました。し名簿を作成しました。現在の活動の中心は、現在の活動の中心は、介介

護予防を目的とした護予防を目的とした「脳のトレーニング」「脳のトレーニング」とと

「筋力トレーニング」「筋力トレーニング」の教室を各々月１回、の教室を各々月１回、
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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。

＊公共施設＊＊公共施設＊　葛飾区広報課、　葛飾区広報課、生涯学習課、生涯学習課、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＊＊保育園＊　　高砂保育園　　高砂保育園

＊医療関係＊＊医療関係＊　嬉泉病院、　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）、秋山歯科クリニック秋山歯科クリニック（東金町）（東金町）

＊商店＊＊商店＊　イトーヨーカ堂四つ木店　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＊高齢者関係施設＊　中川園、　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、かわせかわせ

みデイサービスセンター、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、東四つ木在東四つ木在

宅サービスセンター、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、西新小岩在宅サービスセンター、西新小岩在宅サービスセンター、すずうらホーム、すずうらホーム、葛飾やす葛飾やす

らぎの郷、らぎの郷、おーぷんはうす金町、おーぷんはうす金町、グループホーム愛和グループホーム愛和  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デイサービスセンターす

こやか、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、デイサービスセンター堀切菖蒲園、デ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亀デイサービスセンター水元亀

有在宅サービスセンター、有在宅サービスセンター、東堀切在宅サービスセンター、東堀切在宅サービスセンター、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

＊障害者関係施設＊＊障害者関係施設＊　西水元福祉館、　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、グループまどかⅡ、グループまどかⅡ、のぞみ発達クリニックのぞみ発達クリニック

＊その他＊＊その他＊　かがやき友の会、　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

 
来年度来年度（４月から）（４月から）センセン

ターだよりの紙面を変えターだよりの紙面を変え

る予定です。る予定です。

特に、特に、この６頁をボランこの６頁をボラン

ティアの皆さんに有効利ティアの皆さんに有効利

用していただきたいと思用していただきたいと思

います。います。俳句や川柳、俳句や川柳、短短

歌、歌、写真や絵など、写真や絵など、発表し発表し

たい方はぜひ担当までごたい方はぜひ担当までご

連絡下さい。連絡下さい。

◆◆　みずほ教育福祉財団第２７回◆◆　みずほ教育福祉財団第２７回「老後を豊かにする「老後を豊かにするﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動資金」活動資金」助成事業◆◆助成事業◆◆

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！

  

目的目的：：地域に根ざした高齢者のためのボランティア活動を奨励するために助成地域に根ざした高齢者のためのボランティア活動を奨励するために助成

対象対象：：ボランティア数ボランティア数1010 人～人～5050 人程度、人程度、結成以来活動実績２年以上。結成以来活動実績２年以上。

　　　高齢者の日常生活を援助する活動　　　高齢者の日常生活を援助する活動・・高齢者の生活環境を良くする活動高齢者の生活環境を良くする活動

　　　高齢者のレクリエーション等を豊かにする活動　　　高齢者のレクリエーション等を豊かにする活動・・高齢者と他世代との交流を図る活動高齢者と他世代との交流を図る活動

　　　（活動に必要な用具、　　　（活動に必要な用具、機材）機材）

助成金額助成金額：：１団体１０万円を限度、１団体１０万円を限度、申請内容を検討したうえ決定。申請内容を検討したうえ決定。（（150150 グループを予定）グループを予定）

応募方法応募方法：：所定の申請書所定の申請書（ボランティアセンター窓口にあります）（ボランティアセンター窓口にあります）を、を、社会福祉協議会の推薦を得て、社会福祉協議会の推薦を得て、５月５月

　　　　　末までに財団に必着。　　　　　末までに財団に必着。

決定通知決定通知：：７月に助成対象グループを決定し、７月に助成対象グループを決定し、直接通知直接通知（８月中旬予定）。（８月中旬予定）。

問合せ問合せ・・応募先応募先：：〒〒100-0011100-0011　千代田区内幸町　千代田区内幸町1-1-51-1-5　みずほ銀行本店内　みずほ銀行本店内

　　　　　　　　（財）　　　　　　　　（財）みずほ教育福祉財団　福祉事業部みずほ教育福祉財団　福祉事業部  TEL   TEL ０３－３５９６－４５３２０３－３５９６－４５３２

　　　　　　　　　　　　奇跡の花奇跡の花
赤く燃える花赤く燃える花

青く澄んだ花もイイけれど青く澄んだ花もイイけれど

やっぱり君がやっぱり君が

この世で　一番きれいな花この世で　一番きれいな花

命の輝き　宇宙の神秘命の輝き　宇宙の神秘

銀の月光銀の月光

黄金の陽光に照らされ黄金の陽光に照らされ

育まれた奇跡の花…地球育まれた奇跡の花…地球

永遠に愛し続けたい永遠に愛し続けたい

I love you the earthI love you the earth

僕はここで生まれた事を僕はここで生まれた事を

誇りに思う誇りに思う

I love you the earthI love you the earth


