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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５月１５日今後の開所日は５月１５日・・６月５日６月５日・・１９日です。１９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４月末現在）（平成２２年４月末現在）

　個人登録　個人登録 ：： ５２名５２名

　団体登録　団体登録 ：： ７８団体７８団体

　　（団体）　　２　　（団体）　　２ ,, ４６４名４６４名

　　　　合計　　２　　　　合計　　２ ,, ５１６名５１６名

　　

　　

　　

お
知
ら
せ

 
 

 
 

＜前期＞＜前期＞

  
講座「かつしかボランティア学」

◆◆対象対象・・定員　　区内在住定員　　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

◆◆申し込み申し込み・・問い合わせ問い合わせ

　　〒　　〒124-0006124-0006　葛飾区堀切３－３４－１　　　　　　　　　葛飾区堀切３－３４－１　　　　　　　　

　　ウェルピアかつしか　　かつしかボランティアセンター　　ウェルピアかつしか　　かつしかボランティアセンター

　　電話　　電話：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１

回 日　程 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～

石川克巳
　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？”

 ゲストのボランティアグループ

シニアの手・サークルせせらぎ・か

つしか光風会・葛飾音訳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの

会・手話ダンス愛・アクアフレンズ

クラブ・おはなし夢時計・翔友会

 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１階

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

活動室

 

 

◆◆時間　１４時～１６時時間　１４時～１６時

◆◆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　番号電話　番号

　を明記し、　を明記し、返信面にはご自身のあて名を記入。返信面にはご自身のあて名を記入。　「かつし　「かつし

　かボランティア学受講希望」　かボランティア学受講希望」と明記のうえ、と明記のうえ、下記住所のか下記住所のか

　つしかボランティアセンターまでお申し込みください。　つしかボランティアセンターまでお申し込みください。

　５月２１日　５月２１日（金）（金）必着。必着。（申し込み多数の場合は抽選）（申し込み多数の場合は抽選）

　※　※第１回第１回  （堀田力氏の講演会）（堀田力氏の講演会）のみの参加を希望されるのみの参加を希望される

　方は、　方は、応募をご遠慮ください。応募をご遠慮ください。

６月１６日６月１６日

講師講師：：松本松本  和夫氏和夫氏

 

５月２６日５月２６日

講師講師：：堀田堀田  力氏力氏

新しい人と人とのつながりとそれぞれの自己実現や生きがいを、新しい人と人とのつながりとそれぞれの自己実現や生きがいを、ボランティアの考ボランティアの考

え方を通して学びます。え方を通して学びます。

 

２ページ２ページﾞ゙

ボラ講座ボラ講座･ｸﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ･ ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ助成助成

３ページ３ページﾞ゙

介護支援介護支援ｻﾎ ﾟ ｰ ﾀ ｰｻ ﾎ ﾟ ｰ ﾀ ｰ　他　他

４ページ４ページﾞ゙

ボラ募集　他ボラ募集　他

５ページ５ページﾞ゙

ＶＶﾈ ｯ ﾄﾈ ｯ ﾄ・・新団体新団体

６ページ６ページﾞ゙

みんなのみんなのｺ ｰ ﾅ ｰｺ ｰ ﾅ ｰ



  -2--2-（全（全 66ページ）　　　　ページ）　　　　　　　　  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　　　　H22.5.15H22.5.15　第　第 236236 号号

◆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

＜両日とも同じ内容＞＜両日とも同じ内容＞  
住所・氏名・年齢・

電話番号を明記し

てください。 

}}両方の申請は不可両方の申請は不可

 

 
  

 

◆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平成２２年４月末現在でグループ登録済みであるこ
と。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)グループの活動継続に関わる経費グループの活動継続に関わる経費（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器材運搬費などの通常
経費）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　
◆助成の決定◆助成の決定
　２２年度の助成金額は８０万円です。　２２年度の助成金額は８０万円です。活動継続に関わる経費助成は１０団体程度、活動継続に関わる経費助成は１０団体程度、その他その他
の事業助成団体は１２団体程度を予定しています。の事業助成団体は１２団体程度を予定しています。

　ただし、　ただし、申請団体が多く、申請団体が多く、助成金総額が予算額を超えた場合は、助成金総額が予算額を超えた場合は、申請した金額のとおり助申請した金額のとおり助
成できないこともありますので、成できないこともありますので、ご承知おき下さい。ご承知おき下さい。

◆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。

 
少人数の団体にも必要な助成額を！ 
通常経費として小額ですが助成を実施します！ 
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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４月末現在＞＜平成２２年４月末現在＞

◆◆No.No. ６６  かわせみデイサービスセンター、かわせみデイサービスセンター、No.No. １４１４  西水元在宅サービスセンターが新規登録施設です！！西水元在宅サービスセンターが新規登録施設です！！

【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がまえ等②サポーター活動における心がまえ等

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。

目的目的：：地域に根ざした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ボランティア活動を奨励するために助成

　　　　　　　　NHKN H K で活動を紹介し、で活動を紹介し、地域福祉の意義の理解を促進するため地域福祉の意義の理解を促進するため

対象対象：：

　第　第 11 部門　部門　地域で活発な福祉活動をすすめ、地域で活発な福祉活動をすすめ、この支援金で、この支援金で、より活動の幅を広げていこうというグより活動の幅を広げていこうというグ

　　　　　　ループ　　　　　　ループ

　第　第 22 部門部門　パソコンを利用して、　パソコンを利用して、すでに地域で活発な福祉活動に取り組み、すでに地域で活発な福祉活動に取り組み、台数を増やすことで、台数を増やすことで、

　　　　　　より高齢者や障害者に直接役立つ活動の充実を目指しているグループ　　　　　　より高齢者や障害者に直接役立つ活動の充実を目指しているグループ

助成金額助成金額：：第１部門は１グループにつき７０万円を限度、第１部門は１グループにつき７０万円を限度、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。　　　　　　　　　　

　　　　　（およそ１０グループ）　　　　　（およそ１０グループ）

　　　　　第　　　　　第 22 部門はリサイクルノートパソコンを５０台を贈呈。部門はリサイクルノートパソコンを５０台を贈呈。（１グループにつき３台まで）（１グループにつき３台まで）

応募方法応募方法：：事業団に問い合わせのうえ、事業団に問い合わせのうえ、要項を取り寄せし、要項を取り寄せし、所定の申請書を事業団に郵送。所定の申請書を事業団に郵送。　　　　　　　　　　

　　　　　５月２１日　　　　　５月２１日（金）（金）必着。必着。（申請書はボランティアセンターの窓口にもあります。）（申請書はボランティアセンターの窓口にもあります。）

決定通知決定通知：：９月上旬に助成対象グループを決定し、９月上旬に助成対象グループを決定し、直接通知。直接通知。

問合せ問合せ・・応募先応募先：：社会福祉法人社会福祉法人 N H KN H K 厚生文化事業団　東京支部厚生文化事業団　東京支部

　　　　　　　　　　　　　　　　  〒〒150-0041150-0041　東京都渋谷区神南　東京都渋谷区神南1-4-11-4-1　第七共同ビル　第七共同ビル

　　　　　　　　　　　　  　　　　 TEL  TEL ０３－３４７６－５９５５０３－３４７６－５９５５

★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）

        ６月２２日６月２２日（火）（火）

　　　　午後１時３０分～４時　　　　午後１時３０分～４時

　　　　　ボランティア活動室　　　　　ボランティア活動室

  
社会福祉法人 NHK 厚生文化事業団 地域福祉を支援する

第２２回「わかば基金」 

ＮＯ ＮＯ

1 13

2 14 西水元在宅サービスセンター

3 15

4 16

5 17

6 18

7 19

8 20

9 21

10 22

11 23

12

中川園 ル・ソラリオン葛飾

成仁介護老人保健施設

街かどケアホームこころ

水元園

デイサービスセンター堀切菖蒲園 水元ふれあいの家

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

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

かわせみデイサービスセンター

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
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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＞

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。

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）

　「採る　「採る・・作る作る・・食べる」食べる」を通じ、を通じ、高齢者と高齢者と「食」「食」を楽しく共にするを楽しく共にする「共食」「共食」の実践による健康づくりと、の実践による健康づくりと、

そこから生まれてくる人と人とのふれあいやネットワーク作りによる地域の活性化をめざす、そこから生まれてくる人と人とのふれあいやネットワーク作りによる地域の活性化をめざす、ふれあいふれあい

共食会が開催されます。共食会が開催されます。共食会でお手伝いをしてくれる方を募集します！共食会でお手伝いをしてくれる方を募集します！

内容内容：：ふれあい共食会での食事作りやお話相手などふれあい共食会での食事作りやお話相手など　　　　　　

日時日時：：第１回は第１回は55月月2222日日（土）（土）に行われます。に行われます。その後は７月～１１月は毎月第１その後は７月～１１月は毎月第１・・３日曜日、　　　　３日曜日、　　　　

　　　　　　1212月以降は第１日曜日月以降は第１日曜日・・第４土曜日に実施予定。第４土曜日に実施予定。時間は１０時～１４時。時間は１０時～１４時。

場所場所：：葛飾区医師会付属看護専門学校葛飾区医師会付属看護専門学校（四つ木１－６－５）（四つ木１－６－５）１階　会議室１階　会議室

連絡先連絡先：：電話＆電話＆FAXFAX　３６９１－０２６１　３６９１－０２６１（担当（担当：：河野）河野）

 

＜＜NPONPO 法人法人  中中・・西会　ボランティアさんを募集＞西会　ボランティアさんを募集＞

＜社会福祉法人＜社会福祉法人  あだちの里あだちの里  綾瀬ひまわり園　イベントボランティア募集＞綾瀬ひまわり園　イベントボランティア募集＞

ボランティアセンターではボランティアに関する支援や相談を行っています。ボランティアセンターではボランティアに関する支援や相談を行っています。

　などなどこれからボランティアをする方、　などなどこれからボランティアをする方、ボランティアをしている方で相談ボランティアをしている方で相談
したいこと、したいこと、心配していることがある方はボランティアセンターに相談して心配していることがある方はボランティアセンターに相談して
みてください。みてください。電話でも受け付けています！電話でも受け付けています！

・ボランティアは初めてでどうすればいいかわからない 

・ボランティアするにはどうすればいいの？ 

・ボランティアしたいけど、不安で・・・ 

・ボランティアをしていたら、心配なことができてしまった・・・

 

 

ボランティアセンター職員のコーナーボランティアセンター職員のコーナー

ボランティア募集施設案内の冊子が完成しました！ 

この冊子はボランティアを募集している区内の高齢者・障害者・児

童・保育の福祉施設が一覧で見ることができます。 

福祉施設でボランティアをしてみたい方はぜひこの冊子を見て、ボ

ランティア先を見つけてみてはどうですか？？ 

 

　知的障がい者通所授産施設と生活介護事業を運営する施設で行われるお祭りのお手伝いです。　知的障がい者通所授産施設と生活介護事業を運営する施設で行われるお祭りのお手伝いです。

　綾瀬ひまわり園では手作りの雑貨やクッキー　綾瀬ひまわり園では手作りの雑貨やクッキー・・パンを販売しています。パンを販売しています。６月１２日６月１２日（土）（土）は施設を開は施設を開

放して第１４回さんさんフラワーフェスティバルが開催されます。放して第１４回さんさんフラワーフェスティバルが開催されます。お祭りではいつも販売している製品お祭りではいつも販売している製品

や模擬店などが出店します。や模擬店などが出店します。ボランティアの人数に制限はありません。ボランティアの人数に制限はありません。

内容内容：：会場設営、会場設営、利用者との活動、利用者との活動、模擬店の手伝い、模擬店の手伝い、警備など警備など

日時日時：：６月１２日６月１２日（土）（土）    ９時～１５時９時～１５時

場所場所：：社会福祉法人社会福祉法人  あだちの里　綾瀬ひまわり園　（足立区綾瀬７－２－７）あだちの里　綾瀬ひまわり園　（足立区綾瀬７－２－７）

連絡先連絡先：：電話　３６２９－３２３１　電話　３６２９－３２３１　FAXFAX　３６２９－３２４１　３６２９－３２４１（担当（担当：：松本）松本）
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ブイブイ

　　私たちの会は、私たちの会は、日常の生活において聞こえに不安を持つ仲間とコミュニケーション方法日常の生活において聞こえに不安を持つ仲間とコミュニケーション方法

を学び、を学び、生活向上とお互いに理解を深めることを目的として活動しているグループです。生活向上とお互いに理解を深めることを目的として活動しているグループです。

　成長してから聞こえが不自由になり、　成長してから聞こえが不自由になり、手話ができない手話ができない・・・・・・けれど聞こえないけれど聞こえない・・・・・・まま

わりからなかなか理解してもらえないわりからなかなか理解してもらえない・・・・・・といった不安をかかえたまま、といった不安をかかえたまま、家にとじこもっ家にとじこもっ

てしまう方も多いと思います。てしまう方も多いと思います。

　ぜひ、　ぜひ、私たちと交流してみませんか？私たちと交流してみませんか？

　私たちの会は手話を学習していますが、　私たちの会は手話を学習していますが、筆談や口話、筆談や口話、ジェスチャージェスチャーetcetcコミュニケーショコミュニケーショ

ンをとれれば何でもンをとれれば何でもOKOK。。

　毎月第　毎月第33土曜日土曜日（都合により第（都合により第44土曜日になることもあります）土曜日になることもあります）１４時～１６時　ウェル１４時～１６時　ウェル

ピア１階のボランティア活動室にて活動しています。ピア１階のボランティア活動室にて活動しています。

かつしか中途失聴者かつしか中途失聴者  友の会友の会

 

新しく４月から登録のボランティアグループの紹介新しく４月から登録のボランティアグループの紹介 

　葛飾区次世代育成支援団体ハーフタイムは貧困の連鎖を断ち切るための次世代　葛飾区次世代育成支援団体ハーフタイムは貧困の連鎖を断ち切るための次世代
育成支援のために活動している団体です。育成支援のために活動している団体です。
　毎月２回区内の集会所で学習会や家庭訪問による学習支援、　毎月２回区内の集会所で学習会や家庭訪問による学習支援、生活訓練、生活訓練、相談事相談事
業を行っています。業を行っています。

　だるまの会は認知症を予防するために手話歌や軽い体操、　だるまの会は認知症を予防するために手話歌や軽い体操、手芸、手芸、散歩を行って散歩を行って
いる団体です。いる団体です。
　毎月第２　毎月第２・・第４水曜日に軽い体操や手話歌を定期的に行っています。第４水曜日に軽い体操や手話歌を定期的に行っています。時々ゲー時々ゲー
ムや手芸、ムや手芸、散歩も行っています。散歩も行っています。

　　葛飾図書館友の会は、葛飾図書館友の会は、葛飾区率図書館でのボランティア活動、葛飾区率図書館でのボランティア活動、学習会、学習会、交流会な交流会な
どを通じて図書館がいつも区民のための場であるよう守り育て、どを通じて図書館がいつも区民のための場であるよう守り育て、生涯学習の場とし生涯学習の場とし
て学ぶことを目的としています。て学ぶことを目的としています。
　主に図書館への協力、　主に図書館への協力、講演会講演会・・学習会などの開催、学習会などの開催、広報活動図書館への協力、広報活動図書館への協力、他他
の図書館などとの交流の図書館などとの交流・・連携を行っています。連携を行っています。
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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、いきいきふいきいきふ

れあいサロンれあいサロン

＊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、第第 22 あすなろの家あすなろの家

＊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

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！

  

筍ご飯筍ご飯
肉団子肉団子サラダサラダ

 
かぼちゃかぼちゃ
の煮物の煮物

 
漬け物漬け物

　今回は　今回は「サークルせせらぎ」「サークルせせらぎ」さんが作るさんが作る
「せせらぎべんとう」「せせらぎべんとう」を紹介します。を紹介します。
　「サークルせせらぎ」　「サークルせせらぎ」は高齢者施設でのボは高齢者施設でのボ
ランティアや高齢者食事サービスを提供すランティアや高齢者食事サービスを提供す
るボランティアグループで、るボランティアグループで、せせらぎべんせせらぎべん
とうは毎月数回高齢者に配達しているおべとうは毎月数回高齢者に配達しているおべ
んとうです。んとうです。
　５月が近いということで、　５月が近いということで、おべんとうのおべんとうの
中身は筍や柏餅と季節感があり、中身は筍や柏餅と季節感があり、彩り豊か彩り豊か
でした。でした。また、また、高齢者むけということで、高齢者むけということで、
味つけや調理法にも工夫がみられました。味つけや調理法にも工夫がみられました。
いつもおいしいと喜ばれているそうです。いつもおいしいと喜ばれているそうです。

 

焼鮭焼鮭 
イチゴイチゴ

 
みんなのコーナーに載せる写真や文章を大募集しています！！ 

内容は自宅の庭に咲いている草花や趣味で作った作品、日常の風景などを撮った写真、自作の詩や

短歌、ボランティアの感想などなどなんでもかまいません。 

 みんなのコーナーに載せたいものがある方はボランティアセンターまで連絡をお願いします！ 

配布協力先が２ヶ所増えました！ 

新しい配布協力先は第 2 あすなろの家＆ふれあいサロンです。

 


