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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７月１７日今後の開所日は７月１７日・・８月７日８月７日・・２１日です。２１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６月末現在）（平成２２年６月末現在）

　個人登録　個人登録 ：： 　　６０名　　６０名

　団体登録　団体登録 ：： ２，２， ７３７名７３７名

　　　　　　　　　　　　（８０団体）　　　　　　　　　　　　（８０団体）

　　　　合計　　　２，　　　　合計　　　２， ７９７名７９７名

　　

　　

　　

お
知
ら
せ

 

 

 

 

７月４日７月４日・・５日の５日の「夏休みボランティア体験」「夏休みボランティア体験」参加者説明会には、参加者説明会には、

５１名の方が参加されました。５１名の方が参加されました。夏休み期間中に、夏休み期間中に、区内福祉施設など区内福祉施設など

６０ヶ所程でボランティア体験をする予定です。６０ヶ所程でボランティア体験をする予定です。

夏休みボランティア体験では、夏休みボランティア体験では、ボランティア活動の楽しさや難しさなどボランティア活動の楽しさや難しさなど

を学ぶチャンスです。を学ぶチャンスです。ボランティアとしてのマナーを守って、ボランティアとしてのマナーを守って、皆さん、皆さん、

頑張ってください！頑張ってください！

　　

 

 

 
これからでも参加できます！ 

ボランティア活動したい方はボランティアセンターへ 

ご連絡ください。ご相談にのります。 

夏休みは、ボランティアの一歩を踏み出すチャンスです！

 ご連絡をお待ちしています。 

 
出遅れたかな？ 
複数の福祉施設でボランティア活動をしたい！ 

という方へ 

２頁　ボラ講座２頁　ボラ講座

介護サポーター他介護サポーター他

４頁４頁

ＶネットＶネット

６頁　６頁　

みんなのコーナーみんなのコーナー

５頁５頁

ボラ募集ボラ募集

３頁　グループ助成３頁　グループ助成

ボラ学報告他ボラ学報告他
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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。

◆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　７月２９日◆日時　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＜高校生以上＞在学の方＜高校生以上＞

午後２時～３時３０分午後２時～３時３０分

◆会場　ウェルピアかつしか　　◆会場　ウェルピアかつしか　　

◆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。

　　TELTEL：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１

 
住所・氏名・年齢・

電話番号を明記し

てください。 

 
 

◆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２１日、　７月２１日、２７日、２７日、８月３日、８月３日、１０日、１０日、

　２４日　２４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

　７月２０日　７月２０日((火火))までに電話またはファックスでまでに電話またはファックスで

　ボランティアセンターまでお問合せください。　ボランティアセンターまでお問合せください。

　　TELTEL：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１    FAXFAX：：５６９８－２５１２５６９８－２５１２

FAXFAX：：５６９８－２５１２５６９８－２５１２

 

まだまだ参加者募集中です！！

ぜひ、お問合せください！ 

 

 

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サポーター登録をした方が区内

の介護施設で、の介護施設で、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、余暇活余暇活

動の支援など、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ご本人の申し出により評価

ポイント数に応じた交付金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。

※平成２２年６月末現在で２３施設が登録しています。※平成２２年６月末現在で２３施設が登録しています。

ボランティアセンターは毎月１５日に発行している広報誌の発送作業をお手伝いしてくれる方をボランティアセンターは毎月１５日に発行している広報誌の発送作業をお手伝いしてくれる方を

募集しています！募集しています！

内容内容：：広報誌の帳合、広報誌の帳合、登録団体や福祉施設へ送る封筒詰めなど登録団体や福祉施設へ送る封筒詰めなど

日時日時：：毎月１０日　午前１０時～正午　毎月１０日　午前１０時～正午　

　　　（ただし、　　　（ただし、１０日が土日の場合は１０日前後の平日の金曜日または月曜日）１０日が土日の場合は１０日前後の平日の金曜日または月曜日）

　　　８月の発送作業日は８月１０日　　　８月の発送作業日は８月１０日（火）（火）です。です。

場所場所：：ウェルピアかつしか　　　　　　　　ウェルピアかつしか　　　　　　　　連絡先連絡先：：TELTEL ５６９８－２５１１　（担当５６９８－２５１１　（担当：：加藤）加藤）

22 年度 説明会・基礎研修会 

第３回 ７月２７日（火） 

 午後１時３０分～４時 

 ウェルピアかつしか 

※第４回目は９月の予定です。 

【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 

＜センターだより　発送作業ボランティア募集＞＜センターだより　発送作業ボランティア募集＞
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今年度の助成金申請は５月３１日に〆切り、今年度の助成金申請は５月３１日に〆切り、１６団体からの申請を受け付けました。１６団体からの申請を受け付けました。１６団体中、１６団体中、研修活動や研修活動や

機材の整備など７万円上限の助成金を申請した団体が１５団体、機材の整備など７万円上限の助成金を申請した団体が１５団体、グループ活動継続に関わる経費で申請した団グループ活動継続に関わる経費で申請した団

体は１団体でした。体は１団体でした。

審査した結果、審査した結果、申請団体全てに助成金の交付が決定しました。申請団体全てに助成金の交付が決定しました。（総額（総額786,880786,880円）円）

今回の申請内容は今回の申請内容は

研修活動研修活動：：団体の活動場を広げ、団体の活動場を広げ、技術の向上のための講座や講演会での講師謝礼技術の向上のための講座や講演会での講師謝礼・・交通費交通費・・教材費など教材費など

機材の整備機材の整備：：調理器具やイベント開催のための看板作成、調理器具やイベント開催のための看板作成、お茶席の器材、お茶席の器材、楽器など楽器など

助成金を有効に活用し、助成金を有効に活用し、さらなるボランティア活動の発展を期待しています！！さらなるボランティア活動の発展を期待しています！！

かつしか夢プラスと葛飾区産業経済課との協働事業講演会～かつしか夢プラスと葛飾区産業経済課との協働事業講演会～

～先輩たちの話を聞き社会参加と就労について考える～～先輩たちの話を聞き社会参加と就労について考える～

「臨床現場から見た報告と過去に悩み苦しんだ経験を乗り越えた若者の体験談を聞く」「臨床現場から見た報告と過去に悩み苦しんだ経験を乗り越えた若者の体験談を聞く」

開催日時開催日時：：平成２２年７月２５日平成２２年７月２５日（日）　（日）　

　　　　　午後１時１５分受付開始　　　　　　午後１時１５分受付開始　

開催場所開催場所：：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　

　　　　　（立石３－１２－１）　　　　　（立石３－１２－１）

参加費参加費：：無料無料

対象対象：：概ね３９歳以下の若者とその保護者、概ね３９歳以下の若者とその保護者、若者支援者若者支援者

相談会予約受付相談会予約受付：：７月１０日７月１０日（土）（土）９時から先着順９時から先着順

問合せ先問合せ先：：０９０－５２１１－７８３６　０９０－５２１１－７８３６　

　　　　　（かつしか夢プラス　別所）　　　　　（かつしか夢プラス　別所）

＜堀田氏の講演会＞＜堀田氏の講演会＞

＜ボランティアグループの発表＞＜ボランティアグループの発表＞

＜松本氏の講義＞＜松本氏の講義＞

 

 

＜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」の報告の報告
【前期の全４回を開催しました】【前期の全４回を開催しました】

５月から６月にかけて５月から６月にかけて「かつしかボランティア学」「かつしかボランティア学」を葛飾区教育委員会を葛飾区教育委員会

生涯学習課と共催で行いました。生涯学習課と共催で行いました。区民大学の開講記念でもあった、区民大学の開講記念でもあった、堀田堀田

力氏の講演会を第１回目に開催し、力氏の講演会を第１回目に開催し、大勢の方々に受講していただきまし大勢の方々に受講していただきまし

た。た。講師の堀田氏は現在さわやか福祉財団理事長ですが、講師の堀田氏は現在さわやか福祉財団理事長ですが、法曹界出身で法曹界出身で

あり、あり、難しいお話かと思ったのですが難しいお話かと思ったのですが『あなたが人生の主人公　一人ひ『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！』とりが輝いて活きる社会に！』と題して、と題して、豊富なご経験から楽しく豊富なご経験から楽しく・・わわ

かりやすくボランティアについてお話しくださいました。かりやすくボランティアについてお話しくださいました。

続く、続く、第２回目はボランティアについて、第２回目はボランティアについて、第３回目はボラン第３回目はボラン

ティアグループの実践報告会を行いました。ティアグループの実践報告会を行いました。現在葛飾区内で活現在葛飾区内で活

躍するボランティア８団体の活動発表を聞いた受講者から躍するボランティア８団体の活動発表を聞いた受講者から

「色々な分野にわたるボランティアがあり驚いた。」「色々な分野にわたるボランティアがあり驚いた。」「普段の活動「普段の活動

を聞くことが出来て良かった。を聞くことが出来て良かった。大変参考になった。」大変参考になった。」といった意といった意

見見・・感想をいただきました。感想をいただきました。

最終回は松本和夫氏最終回は松本和夫氏（ボランティアグループＳＶ板橋理事（ボランティアグループＳＶ板橋理事

長）長）からから“ネオボラ”“ネオボラ”の薦め＜地域や自分の元気の出し方＞の薦め＜地域や自分の元気の出し方＞

を様々な観点からお話しくださいました。を様々な観点からお話しくださいました。受講者の半数は実受講者の半数は実

際にボランティア経験者でしたので際にボランティア経験者でしたので「傾聴についての話は目「傾聴についての話は目

からウロコでした。」からウロコでした。」「ボランティアのハードルが低くなっ「ボランティアのハードルが低くなっ

た。」た。」などの感想があり、などの感想があり、今後の活動に役立てていただける今後の活動に役立てていただける

講座になりました。講座になりました。

【後期】【後期】はは1111月月1010日から開講いたします。日から開講いたします。詳細は改めてセン詳細は改めてセン

ターだよりでお知らせします。ターだよりでお知らせします。
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（かつしか点訳の会　中里隆二）（かつしか点訳の会　中里隆二）

ブイブイ

　　いつもＶネットの活動にご尽力いただき、いつもＶネットの活動にご尽力いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。

　おかげさまで平成２２年６月末現在、　おかげさまで平成２２年６月末現在、３４団体と６名の個人ボランティアの方々がＶネットに参加３４団体と６名の個人ボランティアの方々がＶネットに参加

していただきています。していただきています。

　今年度はＶネット加入の各団体や皆さんの活動などを取材し、　今年度はＶネット加入の各団体や皆さんの活動などを取材し、その模様をこのその模様をこの『Ｖネット情報』『Ｖネット情報』にに

掲載させていただいたり、掲載させていただいたり、『Ｖネットニュース『Ｖネットニュース（ＶＮＮ）』（ＶＮＮ）』を適宜発行し、を適宜発行し、報告していく取り組みを開報告していく取り組みを開

始しました。始しました。

　すでに５月にはＶＮＮ第１号として　すでに５月にはＶＮＮ第１号として「Ｖネット第６回「Ｖネット第６回（平成２２年度）（平成２２年度）総会開催報告」総会開催報告」を発行してを発行して

います。います。第２号は足立区ボランティアまつりの見学記や第２号は足立区ボランティアまつりの見学記や「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、報報

告しています。告しています。今後もネットワークの強化今後もネットワークの強化・・拡大を目指していくための一環として、拡大を目指していくための一環として、後日、後日、加入団体加入団体

および個人の皆様にアンケートを実施させていただきます。および個人の皆様にアンケートを実施させていただきます。アンケートの項目の内容は、アンケートの項目の内容は、実際の活動実際の活動

を取材を取材・・報告ができるか、報告ができるか、今年度今年度（平成２３年３月末まで）（平成２３年３月末まで）にイベントの企画の有無などです。にイベントの企画の有無などです。また、また、

特に現時点では未定であっても、特に現時点では未定であっても、イベントが決定された場合はボランティアセンターにご連絡いただイベントが決定された場合はボランティアセンターにご連絡いただ

ければ、ければ、出来る限り訪問出来る限り訪問・・見学し、見学し、ＶＮＮなどに掲載していきます。ＶＮＮなどに掲載していきます。ご協力をお願いします。ご協力をお願いします。

　なお、　なお、投稿もお待ちしています。投稿もお待ちしています。

加入団体や個人ボランティアの活動を報告します加入団体や個人ボランティアの活動を報告します

投稿も大歓迎、投稿も大歓迎、情報の提供を！！情報の提供を！！

　　昨年度に引き続き、昨年度に引き続き、ボランティアセンターを通して依頼のあった新宿にある都立葛飾商業高校定時ボランティアセンターを通して依頼のあった新宿にある都立葛飾商業高校定時

制の奉仕の授業として制の奉仕の授業として「点訳」「点訳」学習の講師を務めています。学習の講師を務めています。当会の会員１名とともに、当会の会員１名とともに、夏休みと冬休夏休みと冬休

みを除く５月から来年１月まで毎月２～３回の計１６回、みを除く５月から来年１月まで毎月２～３回の計１６回、月曜日の午後５時半から４５分間の授業で月曜日の午後５時半から４５分間の授業で

す。す。すでに６月末で５回の点訳体験学習の授業を行っています。すでに６月末で５回の点訳体験学習の授業を行っています。男子２名を含む４年生１０名が受講男子２名を含む４年生１０名が受講

する予定ということです。する予定ということです。

　文化祭までに成果を発表するというので、　文化祭までに成果を発表するというので、そのひとつとして生徒自身の名刺作成に取り組んでいまそのひとつとして生徒自身の名刺作成に取り組んでいま

すが、すが、今年の生徒はとても熱心で、今年の生徒はとても熱心で、席も教壇の前近くに数名の女生徒が陣取り席も教壇の前近くに数名の女生徒が陣取り（男子といえば、（男子といえば、一番一番

後ろの席にいつも二人並んでいます）、後ろの席にいつも二人並んでいます）、メモを取ったり、メモを取ったり、質問も時々出るなど、質問も時々出るなど、理解も速いので指導理解も速いので指導

する側としてはする側としては“教え甲斐”“教え甲斐”があります。があります。

　　名刺の次は絵本の点訳を予定名刺の次は絵本の点訳を予定

　　去年と同様、去年と同様、９月からは生徒が選んだ児童書や絵本の点訳を開始し、９月からは生徒が選んだ児童書や絵本の点訳を開始し、完成する予定です。完成する予定です。昨年度の昨年度の

生徒の点訳絵本は高校の図書室に展示してあります。生徒の点訳絵本は高校の図書室に展示してあります。今年は、今年は、図書館へ寄贈できるまでの図書館へ寄贈できるまでの“出来栄え”“出来栄え”

の作品になればの作品になれば・・・・・・ですが、ですが、これは指導する講師のレベルにもかかっていますので、これは指導する講師のレベルにもかかっていますので、出来ればの話出来ればの話

かも。かも。

　定時制高校という事情もあってか、　定時制高校という事情もあってか、授業開始までには全員が揃わず、授業開始までには全員が揃わず、同じペースでの統一した指導同じペースでの統一した指導

が厳しい、が厳しい、“宿題”“宿題”もだせない、もだせない、時間の制約で十分な説明ができないなどの悩みもありますが、時間の制約で十分な説明ができないなどの悩みもありますが、生徒生徒

たちの取り組む姿勢がこれらの問題を克服すると信じています。たちの取り組む姿勢がこれらの問題を克服すると信じています。また単調になる授業に変化をもたせまた単調になる授業に変化をもたせ

るため、るため、点字タイプやパソコンを使っての点訳体験も計画しています。点字タイプやパソコンを使っての点訳体験も計画しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

葛飾商業定時制４年生に葛飾商業定時制４年生に「点訳」「点訳」を指導を指導

“教え甲斐”“教え甲斐”を感じる勉強熱心な生徒たちを感じる勉強熱心な生徒たち

 



 H22.7.15 H22.7.15　第　第238238号号                    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　    　　          　　-5--5-（全（全66ページ）ページ）

 ボランティア募集ボランティア募集  

＜水元そよかぜ園　夏祭りボランティア＞＜水元そよかぜ園　夏祭りボランティア＞

８月の夏祭りでお手伝いをしてくれる方を募集しています。８月の夏祭りでお手伝いをしてくれる方を募集しています。ぜひ、ぜひ、参加してみてください！参加してみてください！

日時日時：：８月１４日８月１４日（土）　（土）　

　　　午後３時３０分～午後９時　　　午後３時３０分～午後９時

内容内容：：模擬店模擬店（調理、（調理、販売）販売）やゲームイベントやゲームイベント

　　　（ゲームの説明、　　　（ゲームの説明、スタッフ）、スタッフ）、

　　　駐輪場　　　駐輪場（自転車の整理、（自転車の整理、誘導）、誘導）、

　　　その他園内でのお手伝い　　　その他園内でのお手伝い

募集人数募集人数：：８０名程８０名程（高校生以上）（高校生以上）

場所場所：：水元そよかぜ園　（水元５－１６－１１）　　　水元そよかぜ園　（水元５－１６－１１）　　　

　　　　JRJR金町駅より京成バス所崎操車場行きに乗り、　　金町駅より京成バス所崎操車場行きに乗り、　　

　水元そよかぜ園で下車　水元そよかぜ園で下車

その他その他：：軽食あり　　　　軽食あり　　　　

連絡先連絡先：：水元そよかぜ園水元そよかぜ園

　　TELTEL：：３６０７－５６５６３６０７－５６５６

　　FAXFAX：：５６９９－１６６６　（担当５６９９－１６６６　（担当：：塚田）塚田）

＜第＜第2323 回回    東京国際映画祭　ボランティア募集＞東京国際映画祭　ボランティア募集＞

内容内容：：接客や語学力を生かした業務など映画祭接客や語学力を生かした業務など映画祭

の運営に関わる業務の運営に関わる業務

日時日時：：映画祭本番　映画祭本番　

　　　１０月２３日　　　１０月２３日（土）（土）～３１日～３１日（日）（日）

場所場所：：六本木ヒルズ及び周辺会場六本木ヒルズ及び周辺会場

今回、今回、第第2323 回も東京国際映画祭を盛り上げてくれるボランティアクルーを募集します。回も東京国際映画祭を盛り上げてくれるボランティアクルーを募集します。

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ます。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。

　※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、浴衣の浴衣の

　　着付けが必要な方は早めに来所してください。　　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：：５６７０－３０１０　　　５６７０－３０１０　　　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。

＜すずうらホーム＜すずうらホーム  納涼祭ボランティア＞納涼祭ボランティア＞

※再掲

＜西水元福祉館　ボランティア募集＞＜西水元福祉館　ボランティア募集＞

＜竹の塚福祉園　イベントボランティア募集＞＜竹の塚福祉園　イベントボランティア募集＞

園祭園祭（フェスタ（フェスタ・・デデ・・バンブー２０１０）バンブー２０１０）でお手伝いしてくれる方を募集していますでお手伝いしてくれる方を募集しています

内容内容：：利用者の支援、利用者の支援、警備、警備、模擬店での模擬店での

　　　お手伝い等　　　お手伝い等

日時日時：：９月１１日９月１１日（土）（土）

            午前８時４５分～午後３時３０分午前８時４５分～午後３時３０分

場所場所：：竹の塚総合支援センター竹の塚総合支援センター

　　　（足立区竹ノ塚７－１９－７）　　　（足立区竹ノ塚７－１９－７）

募集人数募集人数：：多数多数

連絡先連絡先：：（社福）（社福）あだちの里　竹の塚福祉園あだちの里　竹の塚福祉園

　　　　　　　　TELTEL：：５８３１－１７４１５８３１－１７４１

　　　　　　　　FAXFAX：：５８３１－１７２０　（担当５８３１－１７２０　（担当：：葉山）葉山）

　　　　８月１８日　　　　８月１８日（水）（水）までにご連絡ください。までにご連絡ください。

※電話による問合せは午後３時以降でお願いします。※電話による問合せは午後３時以降でお願いします。

内容内容：：利用者の支援、利用者の支援、会場整理、会場整理、

　　　模擬店　　　模擬店・・喫茶の販売補助など喫茶の販売補助など

日時日時：：９月１２日９月１２日((日日))

　　　午前９時３０分～午後２時３０分　　　午前９時３０分～午後２時３０分

場所場所：：西水元福祉館西水元福祉館

　　　　　　((西水元３－１１－１西水元３－１１－１))

「すまいるフェスタ」「すまいるフェスタ」でお手伝いしてくれる方を募集していますでお手伝いしてくれる方を募集しています

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：：昼食あり昼食あり

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：西水元福祉館西水元福祉館

　　TELTEL：：５６６０－２１０１　　５６６０－２１０１　　

　　FAXFAX：：５６６０－２４８８　（担当５６６０－２４８８　（担当：：北村）　北村）　

　８月２９日　８月２９日((日日))までにご連絡ください。までにご連絡ください。

その他その他：：満１８歳以上満１８歳以上（高校生不可）（高校生不可）であれば、であれば、

　　　　男女　　　　男女・・年齢問いません。年齢問いません。

　　　　研修及び映画祭本番中に都内近郊在住で六　　　　　研修及び映画祭本番中に都内近郊在住で六　

　　　本木ヒルズ及び周辺会場まで通える方。　　　本木ヒルズ及び周辺会場まで通える方。

　　　　ユニフォーム　　　　ユニフォーム・・食事支給。食事支給。

連絡先連絡先：：詳細詳細・・申し込み　申し込み　http://www.tiff-jp.net/http://www.tiff-jp.net/　　

　　　問い合わせ　　　　問い合わせ　crew2010@tiff-jp.netcrew2010@tiff-jp.net
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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＊＊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、デイサービスセデイサービスセ

　　ンターすこやか、　　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、デイサービスセンデイサービスセン

　　ター水元、　　ター水元、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、こすもす、こすもす、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、地域活動支援センターもっく、

　　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

ミニコンサート、ミニコンサート、大盛況！！大盛況！！

　今回は音楽ボランティア　今回は音楽ボランティア「ルドルフ」「ルドルフ」さんのミニコンサーさんのミニコンサー

トを紹介します。トを紹介します。

　音楽ボランティア　音楽ボランティア「ルドルフ」「ルドルフ」さんは福祉施設や病院、さんは福祉施設や病院、児児

童館などへの訪問演奏、童館などへの訪問演奏、区内でのミニコンサートを開催区内でのミニコンサートを開催・・演演

奏しているボランティアグループです。奏しているボランティアグループです。

　「ルドルフ」　「ルドルフ」さんによるミニコンサートが６月３０日さんによるミニコンサートが６月３０日（水）（水）

にウェルピアかつしか１階の喫茶ミモザで行われました。にウェルピアかつしか１階の喫茶ミモザで行われました。

　約３０分間のミニコンサートは大いに盛り上がり、　約３０分間のミニコンサートは大いに盛り上がり、喫茶喫茶

の席だけでは足りず、の席だけでは足りず、通路に席ができるほどでした。通路に席ができるほどでした。演奏曲演奏曲

はアンコール曲も含め、はアンコール曲も含め、９曲演奏してくれました。９曲演奏してくれました。「白いブ「白いブ

ランコ」ランコ」やギター曲のやギター曲の「禁じられた遊び」、「禁じられた遊び」、ビートルズのビートルズの

「「YesterdayYesterday」、」、みんなで歌うみんなで歌う「浜辺の歌」「浜辺の歌」などもあり、などもあり、みんみん

な演奏を楽しんで聴いていました。な演奏を楽しんで聴いていました。

 

～音楽ボランティア～音楽ボランティア「ルドルフ」「ルドルフ」さんよりメッセージ～さんよりメッセージ～

音楽ボランティア音楽ボランティア「ルドルフ」「ルドルフ」は現在９人で活動しておりますが、は現在９人で活動しておりますが、メンバーを募集しています。メンバーを募集しています。

メンバーと協調してやっていける方なら楽器は何でも結構です。メンバーと協調してやっていける方なら楽器は何でも結構です。ご希望があれば、ご希望があれば、一度代表者である上原と連一度代表者である上原と連

絡を取ってみてください。絡を取ってみてください。

　　■連絡先　　■連絡先・・問合せ先問合せ先

音楽ボランティア音楽ボランティア「ルドルフ」　代表　上原　「ルドルフ」　代表　上原　TELTEL ３６０１―０５７１３６０１―０５７１

  

 

　どの曲も素晴らしかったですが特に印象に残った曲は詩吟でした。　どの曲も素晴らしかったですが特に印象に残った曲は詩吟でした。発声が大変素晴らしく、発声が大変素晴らしく、よく響き、よく響き、ママ

イクがいらないほどでした。イクがいらないほどでした。演奏だけではなく、演奏だけではなく、歌もすてきでした。歌もすてきでした。みなさんもぜひ音楽ボランティアみなさんもぜひ音楽ボランティア「ル「ル

ドルフ」ドルフ」さんの演奏を聴いてみてください！さんの演奏を聴いてみてください！


