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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。　　

今後の開所日は４月１７日今後の開所日は４月１７日・・５月１日５月１日・・１５日です。１５日です。

 
 
ボランティア登録状況ボランティア登録状況

（平成２２年３月末現在）（平成２２年３月末現在）

　個人登録　個人登録 ：： 　　１１４名　　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

　　

　　

　　

お
知
ら
せ

・・ボランティアサマースクールボランティアサマースクール

・・夏休みボランティア体験夏休みボランティア体験

・・小学生親子ボラ講座小学生親子ボラ講座

かつしか区民大学かつしか区民大学

・・講座講座「かつしかボランティア」「かつしかボランティア」

・・ボランティアスタート体験講座ボランティアスタート体験講座

・・ボランティア出前講座ボランティア出前講座

・・災害ボランティア講座災害ボランティア講座

・・はじめてのボランティア講座はじめてのボランティア講座

・・ボランティアまつりボランティアまつり

・・センターだより発行センターだより発行

 

 

 

 

 

 

記念講演会　５月２６日記念講演会　５月２６日

講師　堀田講師　堀田  力力  氏氏

講座の詳しい内容は講座の詳しい内容は

２２ﾍﾟｰｼﾞﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。をご覧ください。

 

 

 

 

 

社会福祉協議会の組織が変わり、社会福祉協議会の組織が変わり、ボランティアボランティア

センター職員の異動がありました。センター職員の異動がありました。

職員の紹介は４職員の紹介は４ﾍﾟｰｼﾞﾍﾟｰｼﾞです。です。

５ページ　５ページ　

VVネットネット・・情報情報

６ページ６ページ

助成金情報助成金情報・・写真写真

２ページ２ページ

ボラ講座ボラ講座

３ページ　３ページ　

介護支援介護支援・・グループ助成グループ助成

４ページ４ページ

ボラ募集ボラ募集・・挨拶挨拶
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◆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　５月２０日◆日時　５月２０日((木木))　　　　

　　　　６月２６日　　　　６月２６日((土土))　　　　

◆定員　２０名　＜先着順＞◆定員　２０名　＜先着順＞

◆対象　区内在住◆対象　区内在住・・在勤在勤・・在学の方＜高校生以上＞在学の方＜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
＜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 でお申込ください。でお申込ください。

　　電話電話：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１

　　F A XF A X：：５６９８－２５１２５６９８－２５１２

午後２時～３時３０分午後２時～３時３０分

午前１０時～１１時３０分午前１０時～１１時３０分

音訳ボランティア養成講座音訳ボランティア養成講座

◆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　ボランティア活動室◆会場　ウェルピアかつしか１階　ボランティア活動室

◆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・・年齢年齢・・電話番号を記入の上、電話番号を記入の上、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。

※葛飾区生涯学習課との共催事業です。※葛飾区生涯学習課との共催事業です。前期は全４回の講座です。前期は全４回の講座です。

◆開催時間　　１４時～１６時　◆開催時間　　１４時～１６時　

◆◆対象対象・・定員　定員　

　区内在住　区内在住・・在勤在勤・・在学の方　５０名在学の方　５０名

◆◆受講料　　無受講料　　無  料料

◆◆申込方法　申込方法　

　往復はがきに住所　往復はがきに住所・・名前名前（ふりがな）（ふりがな）年齢年齢・・電話番号と返信面にあて名電話番号と返信面にあて名

を明記しを明記し「かつしかボランティア学受講希望」「かつしかボランティア学受講希望」と記入して、と記入して、かか

つしかボランティアセンターまでお申込ください。つしかボランティアセンターまでお申込ください。

　　　　　　　　　　　　５月２１日５月２１日（金）（金）必着必着。。（申込多数の場合抽選）（申込多数の場合抽選）

 

回 日　時 内　　　　　　　容 講　　　師 会　場

1 ５月２６日
“あなたが人生の主人公
　一人ひとりが輝いて活きる社会に！”

堀 田  力 氏
弁護士、

さわやか福祉財団 理事長

金町地区
センター
ホール

２ ６月２日
“ボランティアに期待されるものとは？”
　～基礎から実践へ向けて～

社協職員

３ ６月９日
ボランティア活動実践報告会
　“私にとってのボランティアとは？”

ボランティアグループ
社協職員

４ ６月１６日
“新しい社会と家庭の中から見た
　　　　　ボランティア活動とは？”

松本 和夫 氏
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟＳＶ板橋

理事長

ウェルピア
かつしか

ボランティ
ア活動室

１階

＜両日とも同じ内容＞＜両日とも同じ内容＞

 講座講座「かつしかボランティア学」「かつしかボランティア学」

 
 

 
 

６月１６日６月１６日

講師講師：：松本松本  和夫氏和夫氏

〆切り間近！〆切り間近！

 
 

＜前期＞＜前期＞

 
住所・氏名・年齢・

電話番号を明記し

てください。 
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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区内介護施設で、サポーター登録をした方が区内介護施設で、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（サポーター活動）（サポーター活動）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評価ポイント数に応じた交付金ご本人の申し出により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）が支給されます。が支給されます。

制度の問合せ制度の問合せ・・説明会の説明会の

　　　　　　申込の電話　　　　　　申込の電話

　５６９８－２５１１　５６９８－２５１１

＜平成２２年３月末現在＞＜平成２２年３月末現在＞

◆新規登録施設を随時、◆新規登録施設を随時、募集しております。募集しております。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。

平成平成2222 年度ボランティアグループ助成金の年度ボランティアグループ助成金の

申請情報申請情報・・説明会開催のお知らせ説明会開催のお知らせ
◆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５名以上メンバーがいるグループであること。①区内で活動している５名以上メンバーがいるグループであること。

②ボランティアセンター事業への協力等をしていただけること。②ボランティアセンター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２２年４月末現在でグループ登録済みであること。平成２２年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２以上が区内在住であること。３分の２以上が区内在住であること。

◆対象事業◆対象事業

　　(1)(1)学習会や研修活動学習会や研修活動(2)(2)器具器具・・機材の整備機材の整備(3)(3)モデル的活動モデル的活動(4)(4)ニュース発行ニュース発行(5)(5)グループのグループの活動継続に活動継続に

　　関わる経費　　関わる経費（印刷用紙などの消耗品費、（印刷用紙などの消耗品費、器材運搬費などの通常経費）器材運搬費などの通常経費）

◆助成金額◆助成金額

(1)(1)～～(4)(4)は上限７万円　は上限７万円　

(5)(5)活動継続に関わる経費は５千円　活動継続に関わる経費は５千円　

◆申請期間◆申請期間

　平成２２年５月２４日　平成２２年５月２４日（月）（月）～３１日～３１日（月）（月）

◆申請方法◆申請方法

所定の申請用紙に記入し、所定の申請用紙に記入し、直接窓口に持参。直接窓口に持参。

　※申請資料は、　※申請資料は、平成２２年５月１０日平成２２年５月１０日（月）（月）から、から、

　ボランティアセンター窓口で配布　ボランティアセンター窓口で配布（ホームページから（ホームページから

　のダウンロードも可）。　のダウンロードも可）。詳細については、詳細については、資料内の申請資料内の申請

　要項をご覧ください。　要項をご覧ください。

ＮＯ ＮＯ

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

21

施設名 施設名

エトワール 西新小岩在宅サービスセンター

奥戸くつろぎの郷 西水元あやめ園

お花茶屋ロイヤルケアセンター 西水元ナーシングホーム

葛飾やすらぎの郷 東新小岩在宅サービスセンター

亀有在宅サービスセンター 東堀切在宅サービスセンター

こひつじデイサービスわが家 東四つ木在宅サービスセンター

すずうらホーム 東四つ木ほほえみの里

成仁介護老人保健施設 街かどケアホームこころ

デイサービスセンター堀切菖蒲園 水元園

中川園 水元ふれあいの家

ル・ソラリオン葛飾

 
 少人数の団体にも必要な助成少人数の団体にも必要な助成

額を！通常経費として少額で額を！通常経費として少額で

すが助成を実施します！すが助成を実施します！

 ５月１１日（火）１４時～１６時

ウェルピア１階 社協研修室 
参加希望の方は、電話で申し込み 
ください。 

}}両方の申請は不可両方の申請は不可

★説明会★説明会・・基礎研修会基礎研修会

【日時【日時・・会場】　会場】　

　　５月２１日　　５月２１日（金）（金）

　　　　午後１時３０分～４時　　　　午後１時３０分～４時

【内容】　　ボランティア活動室　【内容】　　ボランティア活動室　

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。
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ボランティア募集ボランティア募集 

＜きね川福祉作業所　通年ボランティア募集＞＜きね川福祉作業所　通年ボランティア募集＞

内容内容：：日常の作業の補助や施設内の清掃日常の作業の補助や施設内の清掃・・除草。除草。

　　　週に１回木曜日のレクリエーションに利用者と一緒に参加、　　　週に１回木曜日のレクリエーションに利用者と一緒に参加、活動をサポート。活動をサポート。

日時日時：：月～金　９時～１５時半月～金　９時～１５時半（都合に合わせます）　木曜日　１３時～１５時（都合に合わせます）　木曜日　１３時～１５時

場所場所：：きね川福祉作業所きね川福祉作業所（東四つ木３－８－１０）（東四つ木３－８－１０）

連絡先連絡先：：電話３６９４－１５７７　（担当電話３６９４－１５７７　（担当：：堀田）堀田）

知的障害者通所授産施設での活動です。知的障害者通所授産施設での活動です。

＜保育のボランティア＞＜保育のボランティア＞

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。

　　　　　　　この４月にボランティアセンター所長　　　　　　　この４月にボランティアセンター所長

　　　　　　　　に就任いたしました。　　　　　　　　に就任いたしました。

　　　　　　今までの仕事のうえで、　　　　　　今までの仕事のうえで、福祉、福祉、子育て、子育て、教教

育など様々な分野で、育など様々な分野で、ボランティアに取り組む皆様と接しボランティアに取り組む皆様と接し

てきました。てきました。学生であったり、学生であったり、子育てが一段落した主婦の子育てが一段落した主婦の

方であったり、方であったり、また、また、定年で退職された方であったりと、定年で退職された方であったりと、

きっかけや関わり方はそれぞれでしたが、きっかけや関わり方はそれぞれでしたが、皆様の熱い思い皆様の熱い思い

と行動に支えられてきました。と行動に支えられてきました。今後は今まで以上にあらゆ今後は今まで以上にあらゆ

る分野において、る分野において、ボランティアの方々のお力が不可欠とボランティアの方々のお力が不可欠と

なってくることと思います。なってくることと思います。

その中で、その中で、ボランティアセンターの役割は、ボランティアセンターの役割は、情報発信、情報発信、

活動についての相談や支援、活動についての相談や支援、講座の実施など、講座の実施など、ますます重ますます重

要となってきています。要となってきています。社会の変化に十分に対応しつつ、社会の変化に十分に対応しつつ、

ボランティア活動に励んでいる皆さんのお役に立てればとボランティア活動に励んでいる皆さんのお役に立てればと

考えております。考えております。

さらに、さらに、新たなボランティアの育成のために、新たなボランティアの育成のために、ボランボラン

ティアに関心はあるけれどもどうしてよいかわからないとティアに関心はあるけれどもどうしてよいかわからないと

いう皆さまが気軽にご相談いただけるよう、いう皆さまが気軽にご相談いただけるよう、区民の皆様に区民の皆様に

いっそう身近なボランティアセンターを目指してまいりまいっそう身近なボランティアセンターを目指してまいりま

す。す。介護支援サポーター制度、介護支援サポーター制度、災害ボランティアなど、災害ボランティアなど、

様々な課題もあります。様々な課題もあります。皆さんのご指導とご協力のもと、皆さんのご指導とご協力のもと、

スタッフ一同力を合わせてがんばりますので、スタッフ一同力を合わせてがんばりますので、どうぞよろどうぞよろ

しくお願いいたします。しくお願いいたします。　　　　　　新新 V CV C 所長　鈴木茂晴所長　鈴木茂晴

はじめまして。はじめまして。

４月からボランティアセンターで働きます４月からボランティアセンターで働きます加藤奈津子加藤奈津子と申します。と申します。

大学４年間、大学４年間、ボランティア活動に関わってきたので、ボランティア活動に関わってきたので、ボランティアセボランティアセ

ンターで働けることをうれしく思っています！　　ンターで働けることをうれしく思っています！　　

一生懸命がんばります。一生懸命がんばります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

会議中の保育をお願いします。会議中の保育をお願いします。

 

感謝をこめて感謝をこめて

　桜　桜・・・・満開！！皆様お花見を満開！！皆様お花見を

されましたか？　私はこのされましたか？　私はこの 33 月月

末日をもって、末日をもって、社会福祉協議会ボランティア社会福祉協議会ボランティア

センターを退職いたしました。センターを退職いたしました。どこかに転勤どこかに転勤

ということではなく、ということではなく、完全リタイヤです。完全リタイヤです。

　平成　平成1919、、2020、、2121 年と３年間本当にお世話に年と３年間本当にお世話に

なりまして、なりまして、ありがとうございました。ありがとうございました。ボランボラン

ティアセンターはボランティアの皆様によっティアセンターはボランティアの皆様によっ

て成り立っているといっても過言ではありまて成り立っているといっても過言ではありま

せん。せん。様々な場面で素晴らしい力を発揮して様々な場面で素晴らしい力を発揮して

くださっていると実感しています。くださっていると実感しています。どうか今どうか今

後とも社協ボランティアセンターのこと、後とも社協ボランティアセンターのこと、よよ

ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。

　　私は皆様からたくさんの事を学ばせていた　　私は皆様からたくさんの事を学ばせていた

　だきました。　だきました。これからはいち区民として、これからはいち区民として、何か何か

　しらボランティアをして行こうと思っていま　しらボランティアをして行こうと思っていま

　す。　す。別の場所でまたお会いできるかもしれま別の場所でまたお会いできるかもしれま

　せん。　せん。

　　直接皆様に感謝の気持を伝えられない事は　　直接皆様に感謝の気持を伝えられない事は

　残念ですが、　残念ですが、本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。

　そして、　そして、皆様のご健康とご活躍心からお祈り皆様のご健康とご活躍心からお祈り

　申しあげます。　申しあげます。　　　　　　前前 V CV C 所長　鴻巣幹子所長　鴻巣幹子

 

※３月号の再掲※３月号の再掲

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ター先ずボランティアセンター

にお問い合わせください。にお問い合わせください。

　電話５６９８－２５１１　電話５６９８－２５１１

 

 

石川石川VCVC総括主任は、総括主任は、

地域活動支援係長と地域活動支援係長と

なります。なります。
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33月月2020日日（土）（土）ウェルピアかつしかのボランティア活動室でウェルピアかつしかのボランティア活動室でNPONPO法人法人Oh'zOh'z倶楽部の永井文さんを講師倶楽部の永井文さんを講師

に、に、「ボランティアグループの後継者問題」「ボランティアグループの後継者問題」をテーマとしてをテーマとして「ボランティア活動研修」「ボランティア活動研修」が行われました。が行われました。

参加された参加された1212名のメンバーは名のメンバーは22つのグループに分かれた後、つのグループに分かれた後、ワークシートを活用しながら各ボランワークシートを活用しながら各ボラン

ティア団体の紹介を行い、ティア団体の紹介を行い、活動の現状を見つめながら新会員募集への取組みなどをディスカッション活動の現状を見つめながら新会員募集への取組みなどをディスカッション

しました。しました。

活発な意見交換ができたと思います。活発な意見交換ができたと思います。参加いただきました皆様に感謝申し上げます。参加いただきました皆様に感謝申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告：：下山Ｖネット会長下山Ｖネット会長

新たに新たにVV ネットに加入したネットに加入した「座「座・・スーパーマーケット」スーパーマーケット」主催のコンサートが主催のコンサートが33 月月 3030 日午後、日午後、かめあリかめあリ

リオホールで開催されました。リオホールで開催されました。“おかげさまで開店“おかげさまで開店 1010 周年～逢いたくて春周年～逢いたくて春・・・・・・””と題したプログラムと題したプログラム

は、は、語りや歌、語りや歌、演奏と盛り沢山。演奏と盛り沢山。視覚に障害をもった方々が楽しめるよう工夫されたこのワンコイン視覚に障害をもった方々が楽しめるよう工夫されたこのワンコイン

（（500500 円）円）のコンサートには、のコンサートには、盲導犬や介助者同伴で沢山のお客様が入場されました。盲導犬や介助者同伴で沢山のお客様が入場されました。チケットは前売りチケットは前売り

の段階でソールドアウト、の段階でソールドアウト、約約66 百席の会場はほぼ満員。百席の会場はほぼ満員。会場内の会場内のFMFM ラジオでは舞台の様子が生放送され、ラジオでは舞台の様子が生放送され、

専用のイヤホーンで聞けたり、専用のイヤホーンで聞けたり、観客席を取り囲むように並んだ芸大の学生らがトランペットを奏で、観客席を取り囲むように並んだ芸大の学生らがトランペットを奏で、

ホールの広さを聴いてもらったりするという細かい配慮がされていました。ホールの広さを聴いてもらったりするという細かい配慮がされていました。アンコールの大きな拍手もアンコールの大きな拍手も

あり、あり、最後は全員で最後は全員で「ふるさと」「ふるさと」を合唱し、を合唱し、33 時間近くにわたるバラエティー溢れた感動のコンサート時間近くにわたるバラエティー溢れた感動のコンサート

でした。でした。

ブイブイ 新たな新たなVVネットの仲間ネットの仲間

「座「座・・スーパーマーケット」スーパーマーケット」
　　　“開店１０周年”　　　“開店１０周年”記念コンサートと祝賀会を開く記念コンサートと祝賀会を開く

配食サービス利用者募集配食サービス利用者募集

ボランティア団体ボランティア団体「白寿清遊の家」「白寿清遊の家」では、では、新小岩地区周辺にお住まいの一人暮らし高齢者に手作り新小岩地区周辺にお住まいの一人暮らし高齢者に手作り

弁当を配達しています。弁当を配達しています。

毎週火曜毎週火曜・・金曜のお昼に届けます。金曜のお昼に届けます。利用してみたい方は、利用してみたい方は、ボランティアセンターまでお問い合わせボランティアセンターまでお問い合わせ

ください。ください。

「後継者を育てるには…」「後継者を育てるには…」　　　　「ボランティア活動研修」「ボランティア活動研修」開催報告開催報告

 

　ショッピングカートもレジスターもない　ショッピングカートもレジスターもない「座「座・・スーパーマーケット」スーパーマーケット」

は、は、語りを含めたコンサートを中心に、語りを含めたコンサートを中心に、副音声を付けた映画副音声を付けた映画「こんば「こんば

んは」んは」の日本各地での上映会の開催などバリアフリーのイベントを精の日本各地での上映会の開催などバリアフリーのイベントを精

力的に行っています。力的に行っています。コンサート終了後、コンサート終了後、会場近くで、会場近くで、会員やこれま会員やこれま

で活動に協力された方々約で活動に協力された方々約 3030 名が集い、名が集い、1010 周年記念祝賀会を和やか周年記念祝賀会を和やか

に開き、に開き、“葛飾に根差した視覚障害者の社会参画を支援する活動を今後“葛飾に根差した視覚障害者の社会参画を支援する活動を今後

も続けていく”も続けていく”というエネルギーと意欲が感じられた半日でした。というエネルギーと意欲が感じられた半日でした。

主な議題主な議題：：①平成２１年度事業報告並び決算報告①平成２１年度事業報告並び決算報告

　　　　　②平成２２年度事業計画　　　　　②平成２２年度事業計画（案）（案）並び事業予算並び事業予算（案）（案）

　　　　　③その他　　　　　③その他

日時日時：：４月２７日４月２７日（火）　（火）　

　　　午後６時３０分から　　　午後６時３０分から

場所場所：：ボランティア活動室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）

ボランティアグループからボランティアグループから
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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

◆◆　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 101 0 人～人～ 505 0 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など高齢者の生活環境を良くする活動など

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。（（1 5 01 5 0 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月末までに財団に必着。５月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

  

ボランティアの藤本さん宅に咲いた春の草花です。ボランティアの藤本さん宅に咲いた春の草花です。

 
＜片栗：カタクリ：山地に生える。

ピンク色の花が下向きに咲く。 

花は陽の当たる時のみ開く。＞ 

＜熊谷草：クマガイソウ： 

竹薮に生えることが多い。ピンク

色の花の大きさは８センチ位あ

り、日本の野生ランの中では一番

大きいとされている。＞ 
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