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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６月１９日今後の開所日は６月１９日・・７月３日７月３日・・１７日です。１７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５月末日）（平成２２年５月末日）

　個人登録　個人登録 ：： ５４名５４名

　団体登録　団体登録 ：： ７７団体７７団体

　　（団体）　　２、　　（団体）　　２、 ７２６名７２６名

　　　　合計　　２、　　　　合計　　２、 ７８０名７８０名

　　

　　

　　

お
知
ら
せ

 

 

◆内容　◆内容　

　区内の高齢者施設　区内の高齢者施設・・障がい者障がい者(( 児児)) 施設施設・・

　保育園などでのボランティア体験。　保育園などでのボランティア体験。

◆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

◆活動期間　◆活動期間　

　７月４日　７月４日((日日))の参加者説明会で活動先との参加者説明会で活動先と

　日程を決定。　日程を決定。参加者説明会の詳しい時間参加者説明会の詳しい時間

　帯は配布資料をご覧ください。　帯は配布資料をご覧ください。

◆参加費　３００円◆参加費　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窓口で配布◆申込方法　ボランティアセンター窓口で配布

　する資料をよく読んで、　する資料をよく読んで、申込書にご記入の上、申込書にご記入の上、

　参加者説明会に参加してください。　参加者説明会に参加してください。

 ( (資料と申込書はボランティアセンターのホー資料と申込書はボランティアセンターのホー

    ムページからも取得できます。ムページからも取得できます。))
◆資料配布期間◆資料配布期間((窓口窓口))　　

　　６月１４日６月１４日(( 月月)) ～３０日～３０日(( 水水))
　午前９時～午後５時　午前９時～午後５時((２０日、２０日、２６日、２６日、２７日２７日

　を除く。　を除く。水曜日は午後７時３０分まで。水曜日は午後７時３０分まで。))

 

夏休みは一歩を踏み出すチャンス！！夏休みは一歩を踏み出すチャンス！！

 

 

家族で一緒に、家族で一緒に、貴重な体験を！！貴重な体験を！！

◆内容　環境ボランティア体験◆内容　環境ボランティア体験

　　　　　　　　((ブルーギル駆除などブルーギル駆除など))　　

　協力　協力：：( 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

◆対象　区内在住◆対象　区内在住・・在学の小学生と保護者在学の小学生と保護者

◆日時　７月１７日◆日時　７月１７日(( 土土))
　　　　午前９時～午後１時　　　　午前９時～午後１時

◆会場　水元公園内　旧水産試験場跡地　◆会場　水元公園内　旧水産試験場跡地　

◆参加費　無料◆参加費　無料

◆定員　２０組◆定員　２０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　

　往復はがきに　往復はがきに「小学生ボランティア教室」「小学生ボランティア教室」と明と明

　記し、　記し、住所住所・・氏名氏名・・電話番号電話番号・・学校名学校名・・学年学年・・

　保護者氏名をご記入の上、　保護者氏名をご記入の上、７月１２日７月１２日(( 月月)) 　　

　　((必着必着))までにお申し込みください。までにお申し込みください。

 
 

 

次のページには 

・ボランティアサマースクール 

・夏休み障害児(者)水泳教室 

・災害ボランティア講座 

・はじめてのボランティア講座 

２頁　２頁　

各種講座各種講座

３頁　３頁　

ボラ募集ボラ募集

４頁４頁

登録団体一覧登録団体一覧

５頁　５頁　

VV ネットネット・・介護支援サポーター他介護支援サポーター他

６頁　６頁　

みんなのコーナー他みんなのコーナー他
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◆内容　災害時のボランティア活動の実際◆内容　災害時のボランティア活動の実際

◆日時　７月１０日◆日時　７月１０日((土土))　午前１０時～午後５時　午前１０時～午後５時

　　　　７月１１日　　　　７月１１日((日日))　午前１０時～正午　午前１０時～正午

◆定員　２０名◆定員　２０名((申込多数の場合は抽選。申込多数の場合は抽選。))
◆会場　社協研修室◆会場　社協研修室((ウェルピアウェルピア 11 階階))

◆内容◆内容

　「福祉」　「福祉」やや「ボランティア」「ボランティア」についてについて

　講義、　講義、体験活動、体験活動、ワークショップを行ワークショップを行

　います。　います。

◆対象◆対象

　夏休みボランティア体験参加　夏休みボランティア体験参加

　など活動経験のある中学生　など活動経験のある中学生・・高校生高校生

◆日時　　　　◆日時　　　　　　　　　　　　　　

◆◆定員　２０名　定員　２０名　          ◆参加費　１，◆参加費　１，０００円０００円((資料代等資料代等))
　※全日程参加した方には、　※全日程参加した方には、修了証をお渡しします。修了証をお渡しします。　　

◆申込方法◆申込方法

　往復はがきで、　往復はがきで、６月３０日６月３０日((水水)()(必着必着))までにボランティアセまでにボランティアセ

　ンター宛にお申し込みください。　ンター宛にお申し込みください。

　名前　名前・・住所住所・・電話番号電話番号・・年齢年齢・・学校名学校名・・学年学年・・ボランティアボランティア

　活動歴　活動歴・・下記の活動分野を第２希望まで書いてください。下記の活動分野を第２希望まで書いてください。

　①保育園　②高齢者　③障がい者　④障がい児　①保育園　②高齢者　③障がい者　④障がい児

もっと知りたい、もっと知りたい、学びたいあなたに！学びたいあなたに！

内　　　　　　容 会　　　場

１７日（土） オリエンテーション

１４：００～１５：３０ 受講する上での注意事項など

３日（火） 基礎学習

８：４０～１７：３０ 福祉、ボランティアについて

４日（水）～６日（金） 体験学習（３日間）

９：００～１７：００ 高齢者、障がい者（児）施設、保育園ほかで実践活動

９日（月） まとめ

８：５０～１７：００ 体験発表、ワークショップなど

開　催　日　時

７月

ボランティア活動室

８月 各　施　設

ボランティア活動室

 

 

◆内容　水泳を通してのリハビリ運動や、◆内容　水泳を通してのリハビリ運動や、

　　　　ボランティアとの交流。　　　　ボランティアとの交流。

◆対象　区内在住◆対象　区内在住・・在学在学・・在勤で障がいの在勤で障がいの

　　　　ある方　　　　ある方

　　((１８歳未満の方は保護者も一緒に行う１８歳未満の方は保護者も一緒に行う))
◆日時◆日時

　７月２０日、　７月２０日、２７日、２７日、８月３日、８月３日、１０日、１０日、

　２４日　２４日((いずれも火曜日いずれも火曜日)()(全５回全５回))
　午前９時～１１時　午前９時～１１時

◆会場　金町公園プール　　　　◆会場　金町公園プール　　　　

◆講師　アクアフレンズ◆講師　アクアフレンズ

◆定員　４０名◆定員　４０名((申込多数の場合は抽選申込多数の場合は抽選))
◆参加費　一日５００円◆参加費　一日５００円((保険料保険料))
◆申込方法◆申込方法

　往復はがきもしくは封書で、　往復はがきもしくは封書で、「夏休み障害児「夏休み障害児((者者))水泳水泳

　教室」　教室」と明記し、と明記し、住所住所・・氏名氏名・・電話番号電話番号・・性別性別・・年齢年齢・・

　障害の種類と程度をご記入の上、　障害の種類と程度をご記入の上、ボランティアセンターボランティアセンター

　宛に７月１３日　宛に７月１３日((火火)()(必着必着))までにお申し込みください。までにお申し込みください。

 
 

＜災害ボランティア講座＜災害ボランティア講座(( 前編前編))『入門編』『入門編』＞＞
◆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＞

◆申込方法◆申込方法

　往復はがきに　往復はがきに「災害ボランティア講座」「災害ボランティア講座」と明記し、と明記し、

　住所　住所・・氏名氏名・・電話番号電話番号・・年齢をご記入の上、年齢をご記入の上、

　６月３０日　６月３０日((水水)()(必着必着))までお申し込みください。までお申し込みください。

＜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 ＜両日とも同じ内容＞＜両日とも同じ内容＞

◆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２６日◆日時　６月２６日((土土))
　　　　７月２９日　　　　７月２９日((木木))　　

◆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・・在学の方在学の方

　　　　＜高校生以上＞　　　　＜高校生以上＞

午前１０時～１１時３０分午前１０時～１１時３０分

午後２時午後２時  ～３時３０分～３時３０分

◆会場　社協研修室◆会場　社協研修室

　　　　　　　　((ウェルピア１階ウェルピア１階))　　　　

◆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。

　　T E LT E L：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１

　　F A XF A X：：５６９８－２５１２５６９８－２５１２

 
住所・氏名・年齢・

電話番号を明記し

てください。 

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。
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＜かがやけまつり　　イベントボランティアを募集＞＜かがやけまつり　　イベントボランティアを募集＞
年に一度行われる年に一度行われる『かがやけまつり』『かがやけまつり』の開催にあたり、の開催にあたり、ボランティアさんを大募集しています！ボランティアさんを大募集しています！

＜夏まつりのボランティア募集＞＜夏まつりのボランティア募集＞

募集人数募集人数：：１０名ほど１０名ほど

その他その他：：交通費５００円支給、交通費５００円支給、昼食昼食((軽食軽食))有り。有り。

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TELTEL：：３６００－１８７１３６００－１８７１

　　FAXFAX：：３６００－１２５２　（担当３６００－１２５２　（担当：：小林）　　小林）　　

    ７月５日７月５日（月）（月）までにご連絡ください。までにご連絡ください。

内容内容：：児童生徒の付き添い、児童生徒の付き添い、模擬店のお手伝い、　模擬店のお手伝い、　

　　全体の準備　　全体の準備・・片付けなど片付けなど

日時日時：：７月２４日７月２４日（土）　（土）　

　　　高校生　午後１２時３０分～午後５時３０分　　　高校生　午後１２時３０分～午後５時３０分

　　　大学生以上　午後３時～午後８時　　　大学生以上　午後３時～午後８時

場所場所：：都立水元特別支援学校都立水元特別支援学校

　　　　　　((西水元５－２－１西水元５－２－１))

募集人数募集人数：：５０名５０名（男女、（男女、年齢は問いません）年齢は問いません）

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TELTEL：：５６６８－１１４６５６６８－１１４６

　　FAX FAX ：：５６６８－１１４７　（担当５６６８－１１４７　（担当：：小野寺）小野寺）

　６月２０日　６月２０日（日）（日）までにご連絡ください。までにご連絡ください。

模擬店や盆踊りなど楽しい企画がたくさんある夏まつりのボランティアを募集しています。模擬店や盆踊りなど楽しい企画がたくさんある夏まつりのボランティアを募集しています。

ボランティア募集ボランティア募集  

6565歳以上の男性を対象にした料理教室歳以上の男性を対象にした料理教室「クッキング楽友会」「クッキング楽友会」でのお手伝いをしてくれる方を募集します。でのお手伝いをしてくれる方を募集します。

内容内容：：納涼祭納涼祭

日時日時：：８月２９日８月２９日((日日))

　　　午後３時～午後７時３０分　　　午後３時～午後７時３０分

場所場所：：特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム

　　　すずうらホーム施設内　　　すずうらホーム施設内

((西新小岩３－３７－２７西新小岩３－３７－２７))

募集人数募集人数：：特に制限なし特に制限なし

その他その他：：服装は浴衣や甚平または動きやすい服装でお願いし服装は浴衣や甚平または動きやすい服装でお願いし

　　　　ます。　　　　ます。

　※当日着付けボランティアさんが１４時から入るので、　※当日着付けボランティアさんが１４時から入るので、浴浴

　　衣の着付けが必要な方は早めに来所してください。　　衣の着付けが必要な方は早めに来所してください。

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：福祉課事務所福祉課事務所

　　TELTEL：：５６７０－３０１０５６７０－３０１０

　　FAXFAX：：５６７０－３７７２５６７０－３７７２

　受付時間　午前９時～午後５時３０分　　受付時間　午前９時～午後５時３０分　

　８月２２日　８月２２日((日日))までにご連絡ください。までにご連絡ください。

＜料理教室でお手伝いできる方を募集＞＜料理教室でお手伝いできる方を募集＞

内容内容：：朝、朝、地域包括支援センターに行き、地域包括支援センターに行き、食材を亀有学び交流館まで運ぶ。食材を亀有学び交流館まで運ぶ。

　　　会場では、　　　会場では、調理の準備及びメンバーと一緒に調理、調理の準備及びメンバーと一緒に調理、後片付けをし、後片付けをし、終了後にゴミを地域包括支援終了後にゴミを地域包括支援

　　　センター青戸まで持って行く。　　　センター青戸まで持って行く。

日時日時：：毎月第３木曜日毎月第３木曜日

　　　午前８時３０分～午後１２時３０分　　　午前８時３０分～午後１２時３０分

場所場所：：亀有学び交流館　亀有学び交流館　((お花茶屋３－５－６お花茶屋３－５－６))

※地域包括支援センター青戸　※地域包括支援センター青戸　

　　((青戸３－１３－１９青戸３－１３－１９))　にも行くことがあります。　にも行くことがあります。

募集人数募集人数：：１～２名１～２名((女性のみ、女性のみ、年齢は問いません。年齢は問いません。))

その他その他：：食材を地域包括支援センター青戸から亀有食材を地域包括支援センター青戸から亀有

　　学び交流館まで運ぶので、　　学び交流館まで運ぶので、自転車に乗れること自転車に乗れること

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TELTEL：：５６２９－５７１９５６２９－５７１９

　　FAXFAX：：５６２９－５７１８　（担当５６２９－５７１８　（担当：：中嶋）中嶋）までまで

　ご連絡ください。　ご連絡ください。

◆◆都立水元特別支援学校都立水元特別支援学校◆◆

◆◆すずうらホームすずうらホーム◆◆

内容内容：：利用者さんの販売補助、利用者さんの販売補助、利用者さんへの利用者さんへの

　　　支援活動、　　　支援活動、会場整理など会場整理など

日時日時：：７月４日７月４日（日）　午前９時～午後５時（日）　午前９時～午後５時

場所場所：：かがやけ共同作業所施設内かがやけ共同作業所施設内

　　　（細田３－５－３）　　　（細田３－５－３）
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６月７日現在の登録団体です。６月７日現在の登録団体です。

メンバー募集や連絡先、メンバー募集や連絡先、詳しい活動内容などは、詳しい活動内容などは、センターへお問合せください。センターへお問合せください。

 

№ グループ名 活動分野 № グループ名 活動分野

1 アイメイト後援会 障害者福祉 40 趣味の会 施設ボラ

2 アイリス 高齢者福祉) 41 手話サークル葛飾 手話他

3 アクアフレンズクラブ 水泳 42 手話ダンス・愛 聴覚障害者との交流

4 アムネかつしか 障害者福祉 43 しょうぶ 喫茶手伝い

5 エメラルドグループ 施設ボラ 44 翔友会 演芸披露(楽器)

6 おはなし夢時計 文化伝承 45 新小岩虹の会 食事サービス

7 音楽クラブ　せせらぎ 演芸披露(楽器) 46 すこやか白鳥会 介護予防

8 音楽ボランティア「ルドルフ」 演芸披露(楽器) 47 世界平和女性連合　ムクゲの会 国際協力　他

9 音訳＆デイジー　かつしか 音訳 48 せせらぎ亀有 食事サービス

10 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ日本連盟　東京都第148団 若者支援他 49 立石ディスコナイト実行委員会 障害者福祉

11 (N)風の子会かつしか風の子クラブ 障害者福祉 50 たんぽぽ 収集・寄付

12 学校支援ボランティアの会 教育(出前ボラ講座) 51 地域交流室・ひろばの会 高齢者福祉

13 (N)葛飾アクティブ.COM 高齢者福祉 52 点字グループ・アイ 点訳

14 葛飾音訳ボランティアの会 音訳 53 天使の輪　エンジェルリング 施設ボラ

15
葛飾区シニア観光ボランティアガイド「かつしか

語り隊」の会
文化伝承 54 はぁーとのわ 施設ボラ

16 かつしか光風会 文化伝承 55 (N)花いっぱい 福祉

17 葛飾趣味のハーモニカクラブ 演芸披露(楽器) 56 花のまちづくり協議会 環境

18 かつしか中途失聴者友の会 障害者福祉 57 はなみずき会 介護予防

19 かつしか点訳の会 点訳 58 ハモニカバンド　パークフレンズ 介護予防

20 葛飾の川をきれいにする会 自然環境保護 59 ボランティアグループ　カンナ 福祉

21
葛飾の高齢者問題を考える会

サークルせせらぎ
食事サービス他 60 ボランティア心のつばめ会 障害者福祉

22 　　〃　　一人暮らし友の会 高齢者の自立 61 水元グリーンプラザ友の会 自然環境保護

23 　〃　　　せせらぎ水元 食事サービス　他 62 (N)水元ネイチャープロジェクト 自然環境保護

24 かつしかVネット ボランティア支援 63 もみじクラブ 健康づくり

25 かつしか福祉グループ 教育(出前ボラ講座) 64 ヨﾂトエイドジﾔパン 障害者福祉・ｽﾎﾟｰﾂ

26 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 65
よりよい介護、医療をめざす　水元ふれあいネット

ワーク
高齢者福祉

27 葛飾幼児グループボランティア会 障害者福祉 66 日本ボーイスカウト葛飾第７団 若者支援青少年育成

28 環境を守る会 自然環境保護 67 金町マンションみまもり・あんしんの会 介護予防

29 きさらぎ会 介護予防 68 スペース葛飾ＦＣ 障害者福祉

30 グループふれあい 施設ボラ 69 キャップボランティアの会 環境

31 クルクルクラウンしばまた 演芸披露（手品他） 70 Team Fortis! 風舞菖蒲 伝統・文化

32 グレースかつしか 高齢者福祉 71 ジャスミン 介護予防

33 群読の会やまびこ 演芸披露（群読） 72 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟコアかつしか 災害ボランティア

34 互恵会 その他(各種教室) 73 夢コンパス 演芸披露（楽器）

35 ザ・シルク 演芸披露 74 葛飾区次世代育成支援団体 ハーフタイム 福祉

36 座・スーパーマーケット 障害者福祉 75 葛飾図書館友の会 その他（図書）

37 サンフラワー 介護予防 76 だるまの会 介護予防

38 シニアの手 演芸披露(楽器) 77 かがやき友の会 障害者福祉

39 (N)柔道で世界と手をつなぐ育成クラブ 国際協力 78 (N)ワーカーズコープ その他(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ)

 
平成２２年度 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ登録団体一覧
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ブイブイ

 

　　私たちは、私たちは、協同労働による協同労働による『仕事おこし『仕事おこし・・まちづくまちづく

り』り』の協同組合です。の協同組合です。

～協同労働の協同組合とは～～協同労働の協同組合とは～

協同労働の協同組合とは、協同労働の協同組合とは、働く人々働く人々・・市民が、市民が、みんなみんな

で出資し、で出資し、民主的に経営し、民主的に経営し、責任を分かちあって、責任を分かちあって、人人

と地域に役立つ仕事をおこす協同組合です。と地域に役立つ仕事をおこす協同組合です。協同労働協同労働

とは、とは、働く人どうしが協同し、働く人どうしが協同し、利用する人と協同し、利用する人と協同し、地地

域に協同を広げる労働のことです。域に協同を広げる労働のことです。

～協同労働の協同組合がめざすもの～～協同労働の協同組合がめざすもの～

協同労働の協同組合は、協同労働の協同組合は、

１．１．人のいのちとくらし、人のいのちとくらし、人間らしい労働を、人間らしい労働を、最高の最高の

価値とします。価値とします。

２．２．協同労働を通じて協同労働を通じて「よい仕事」「よい仕事」を実現します。を実現します。

３．３．働く人びと働く人びと・・市民が主人公となる市民が主人公となる「新しい事「新しい事

　　業体」　　業体」をつくります。をつくります。

４．４．すべての人びとが協同し、すべての人びとが協同し、共に生きる共に生きる「新し「新し

　　い福祉社会」　　い福祉社会」を築きます。を築きます。

　　現在、現在、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・・葛飾区勤葛飾区勤

労福祉会館の管理運営を指定管理者として行って労福祉会館の管理運営を指定管理者として行って

います。います。これからも、これからも、ボランティアボランティア・・市民活動の市民活動の

活性化や市民の方々への普及啓発に取活性化や市民の方々への普及啓発に取り組みます。り組みます。

どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

区内在住満６５歳以上の方で、区内在住満６５歳以上の方で、サポーター登録をした方が受入施設で、サポーター登録をした方が受入施設で、掃除などの軽作業、掃除などの軽作業、話し相手、話し相手、余余

暇活動の支援など、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その活動時間に応じて評

価ポイント価ポイント（１時間＝１００ポイント）（１時間＝１００ポイント）がつきます。がつきます。ポイントは年度毎に集計され、ポイントは年度毎に集計され、ご本人の申出によりご本人の申出により

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（１００ポイント＝１００円）（１００ポイント＝１００円）を支給します。を支給します。

※※ 交付金は年間５０００円が上限です。交付金は年間５０００円が上限です。　　

＜風の子大バザー　イベント情報＞＜風の子大バザー　イベント情報＞

６月２０日６月２０日((日日))に掘り出し物や人気のギフトが見つかる大バザーが行われます。に掘り出し物や人気のギフトが見つかる大バザーが行われます。おしゃれな品物や子おしゃれな品物や子

供服もあります。供服もあります。バザーの他にもゲームコーナーや抽選会なども行われます。バザーの他にもゲームコーナーや抽選会なども行われます。

◆日時◆日時：：６月２０日６月２０日（日）　（日）　

　　　　午前１０時３０分時～午後２時３０分　　　　午前１０時３０分時～午後２時３０分

◆連絡先◆連絡先・・問合せ問合せ：：特定非営利活動法人風の子会　かつしか風の子クラブ特定非営利活動法人風の子会　かつしか風の子クラブ

　　電話電話・・FAXFAX：：３６００－０７０１　　　３６００－０７０１　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆場所◆場所：：区立葛美中学校　区立葛美中学校　

　　　　（水元　　　　（水元22－－1717－－11）　）　

　５月２１日　５月２１日((金金))に第１回の説明会に第１回の説明会・・研修会が行われました。研修会が行われました。

参加者は１７名、参加者は１７名、登録者は１４名でした。登録者は１４名でした。昨年からの累計登録者昨年からの累計登録者

は８８名となりました。は８８名となりました。

無理のない範囲で、無理のない範囲で、できることを続できることを続

けていたたくことが一番です☆けていたたくことが一番です☆

 

メールアドレスメールアドレス：：katsushika_kazenoko_club@yahoo.co.jpkatsushika_kazenoko_club@yahoo.co.jp

((活動中はなかなか電話に出ることができないので、活動中はなかなか電話に出ることができないので、FAXFAXまたはメールでお願いしますまたはメールでお願いします))

平成２２年度　第１回　５月２１日平成２２年度　第１回　５月２１日((金金))　　

　　　説明会　　　説明会・・研修会の実施報告研修会の実施報告

TELTEL：：６９０７－８０３５６９０７－８０３５

特定非営利活動法人　ワーカーズコープ　代表特定非営利活動法人　ワーカーズコープ　代表：：永戸永戸

22 年度 説明会・基礎研修会 

第２回 ６月２２日（火） 

第３回 ７月２７日（火） 

 いずれも午後１時３０分～４時 

 ボランティア活動室 

【内容】①制度の概要説明 

②サポーター活動におけ

るこころがまえ等 

    ③登録手続き 

【申し込み】５６９８－２５１１ 

参加された 

皆さんからの声

 
自分の好きなこと、

やりたいことで 

 いいんですよね。

 
何かできそうかな。

 やってみようかな。
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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、かわかわ

せみデイサービスセンター、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、東四つ東四つ

木在宅サービスセンター、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、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、葛葛

飾やすらぎの郷、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、デイサービスセンデイサービスセン

ターすこやか、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デイサービスセンター

水元、水元、亀有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、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、地域活動支援センターもっく、　グ地域活動支援センターもっく、　グ

ループまどかⅡ、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２あすなろの家第２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、

　　　　　　ふれあいサロン　　　　　　ふれあいサロン

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！

 

 

今回のみんなのコーナーを彩るのはイラス今回のみんなのコーナーを彩るのはイラス

トト・・カットなどを描くお仕事をしている個カットなどを描くお仕事をしている個

人ボランティアの高橋さんです！人ボランティアの高橋さんです！

これからの季節に合うイラストを描いてくこれからの季節に合うイラストを描いてく

れました。れました。

１．１．目的　創意工夫ある活動や地域密着した活動等に助成を行い、目的　創意工夫ある活動や地域密着した活動等に助成を行い、高齢者や障害者が自立した生活を送り高齢者や障害者が自立した生活を送り

      子どもたちが健やかに成長できるよう必要な支援などを行う。子どもたちが健やかに成長できるよう必要な支援などを行う。

２．２．対象　社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人もしくは団体。対象　社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人もしくは団体。((社会福祉法人社会福祉法人・・特定非営利活動法人等特定非営利活動法人等))
３．３．助成対象事業　①先進的助成対象事業　①先進的・・独創的活動支援事業、独創的活動支援事業、②地域活動支援事業、②地域活動支援事業、③障害者スポーツ支援事業③障害者スポーツ支援事業

５．５．助成対象となる事業の実施期間助成対象となる事業の実施期間

　　平成２２年８月１日～平成２３年３月３１日まで　　平成２２年８月１日～平成２３年３月３１日まで

６．６．応募方法　助成金要望書及び関係書類等を提出。応募方法　助成金要望書及び関係書類等を提出。

　　助成金要望書及び関係書類の各様式等は独立行政法人福　　助成金要望書及び関係書類の各様式等は独立行政法人福

　　祉医療機構のホームページ　　祉医療機構のホームページ(http://www.wam.go.jp/wam)(http://www.wam.go.jp/wam)
　　からダウンロード、　　からダウンロード、または独立行政法人福祉医療機構または独立行政法人福祉医療機構

　　助成事業部支援課あてに請求。　　助成事業部支援課あてに請求。

７．７．応募期間　平成２２年６月１日～平成２２年６月３０日応募期間　平成２２年６月１日～平成２２年６月３０日

　　((必着必着))までです。までです。

８．８．決定通知決定通知：：平成２２年８月上旬を目途に文書で通知。平成２２年８月上旬を目途に文書で通知。

９．９．問合せ問合せ・・応募先応募先：：

　　独立行政法人　福祉医療機構　　独立行政法人　福祉医療機構  助成事業部支援課助成事業部支援課

　　　　((〒〒 105-8486105-8486　港区虎ノ門　港区虎ノ門4-3-13 4-3-13 神谷町セントラルプ神谷町セントラルプ

        レイス９階レイス９階))

４．４．助成限度額助成限度額

      ①先進的①先進的・・独創的活動支援事業独創的活動支援事業：：上限設定なし上限設定なし

      ②地域活動支援事業②地域活動支援事業                    ：：上限３００万円上限３００万円

      ③障害者スポーツ支援事業③障害者スポーツ支援事業        ：：上限設定なし上限設定なし

TELTEL：：３４３８－９９４５３４３８－９９４５

FAXFAX：：３４３８－０２１８３４３８－０２１８

　※ただし、　※ただし、一事業で５０万円に満たない場合は、一事業で５０万円に満たない場合は、助成の対助成の対

　　象となりません。　　象となりません。

 

 

 


