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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９月１８日、今後の開所日は９月１８日、１０月２日１０月２日・・１６日です。１６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８月末現在）（平成２２年８月末現在）

　個人登録　個人登録 ：： ７７名７７名

　団体登録　団体登録 ：： ２，２， ７４２名７４２名

　　（８２団体）　　（８２団体）

　　　　合計　　　２，　　　　合計　　　２， ８１９名８１９名

　　

　　

　　

お
知
ら
せ

ウェルピアかつしかを会場に、ウェルピアかつしかを会場に、かつしかボランティアまつりと障害者週間行事が一体となったかつしかボランティアまつりと障害者週間行事が一体となった

「ウェルピアまつり」「ウェルピアまつり」が、が、１２月５日１２月５日（日）（日）に開催されます！に開催されます！

　そこで、　そこで、ボランティアの皆さんがつくるボランティアまつりの企画ボランティアの皆さんがつくるボランティアまつりの企画・・運営を行う第運営を行う第11回実行委員回実行委員

会を下記のとおり開催します。会を下記のとおり開催します。参加を希望する団体の方は、参加を希望する団体の方は、同封してあるアンケートに必要事項を同封してあるアンケートに必要事項を

記入の上、記入の上、第第11回目から必ずご出席ください！回目から必ずご出席ください！

◆日時　平成２２年９月２８日◆日時　平成２２年９月２８日((火）火）

　　　　午後６時３０分～午後８時３０分　　　　午後６時３０分～午後８時３０分

◆場所　ひがほりめもりあるほーる◆場所　ひがほりめもりあるほーる（ウェルピア１階）（ウェルピア１階）

 

 

 

書書・・絵画絵画・・写真写真・・手工芸品など、手工芸品など、高齢者の方々が作成した作品約高齢者の方々が作成した作品約200200点を展示します。点を展示します。

皆さまお誘い合わせの上、皆さまお誘い合わせの上、ぜひご来場ください！ぜひご来場ください！

◆開催期間　１０月９日◆開催期間　１０月９日（土）（土）～１１日～１１日（月（月・・祝）祝）

　　　　　　午前１０時～午後４時　　　　　　午前１０時～午後４時

　　　　　　※ただし、　　　　　　※ただし、最終日の１１日は正午まで。最終日の１１日は正午まで。

◆会場　かつしかシンフォニーヒルズ　ギャラリーⅠ◆会場　かつしかシンフォニーヒルズ　ギャラリーⅠ・・ⅡⅡ

　　　　（立石６－３３－１）　　　　（立石６－３３－１）

◆入場料　無料◆入場料　無料

◆問い合わせ　◆問い合わせ　TELTEL：：５６９８－２５１１　５６９８－２５１１　

 

ボボ    ララ    ンン    テテ    ィィ    アア

まま    つつ    りり

第１回第１回

実行委員会実行委員会

 

  ２２ﾍﾟｰｼﾞﾍﾟｰｼﾞ

ボラ講座ボラ講座

　　　　　３　　　　　３ﾍﾟｰｼﾞﾍﾟｰｼﾞ

夏ボラ報告夏ボラ報告・・介護支援介護支援ｻﾎﾟｰﾀｰｻﾎﾟｰﾀｰ

    ４４ﾍﾟｰｼﾞﾍﾟｰｼﾞ

Ｖネット他Ｖネット他

  ５５ﾍﾟｰｼﾞﾍﾟｰｼﾞ

ボラ募集ボラ募集

    ６６ﾍﾟｰｼﾞﾍﾟｰｼﾞ

ボラ募集　他ボラ募集　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　１１月１３日◆日時　１１月１３日（土）（土）午前１０時～１１時３０分　午前１０時～１１時３０分　

◆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＞

◆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

　　FAXFAX：：５６９８－２５１２５６９８－２５１２

 
住所・氏名・年齢・

電話番号を明記し

てください。 

◆日時◆日時・・内容内容

◆会場◆会場

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

　③のボランティア活動体験は、　③のボランティア活動体験は、希望した施設や希望した施設や

　団体の活動場所　団体の活動場所

◆対象、◆対象、定員定員

　葛飾区在住、　葛飾区在住、在学、在学、在勤の方在勤の方（高校生以上）（高校生以上）２０名２０名

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

◆受講料　無料◆受講料　無料

　※ボランティア保険未加入者は　※ボランティア保険未加入者は300300 円実費負担あり円実費負担あり

◆申込方法◆申込方法

　往復ハガキに、　往復ハガキに、住所住所・・氏名氏名・・年齢年齢・・電話番号を記入電話番号を記入

　し、　し、９月２０日９月２０日（月）（月）までまでにお申込ください。にお申込ください。

　（申込多数の場合は抽選）　（申込多数の場合は抽選）

区内で活躍しているボランティアの経験談を聞き、区内で活躍しているボランティアの経験談を聞き、受講者同士の交流を深めながら学び受講者同士の交流を深めながら学び

ます。ます。シニア体験や実際に福祉施設などでボランティア体験をしていただき、シニア体験や実際に福祉施設などでボランティア体験をしていただき、活動を始活動を始

めるきっかけづくりとします。めるきっかけづくりとします。

 

◆参加費　無料◆参加費　無料

◆定員　１０組◆定員　１０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　「小学生ボランティア教　

　室」　室」と明記し、と明記し、保護者を含め参加者全員保護者を含め参加者全員

　の氏名　の氏名・・住所住所・・電話番号電話番号・・学年をご記入学年をご記入

　の上、　の上、１０月６日１０月６日((水水)()(必着）必着）までにお申までにお申

　し込みください。　し込みください。

◆内容　障がい者と一緒にボッチャを体験します。◆内容　障がい者と一緒にボッチャを体験します。

            そのなかで、そのなかで、ボランティアについて学んでボランティアについて学んで

              いきます。いきます。

◆対象　区内在住の小学生と保護者◆対象　区内在住の小学生と保護者

◆日時　１０月１６日◆日時　１０月１６日（土）（土）

　　　　午前９時～正午　　　　午前９時～正午

◆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

 

””ボッチャ”ボッチャ”とは男女、とは男女、年齢、年齢、障がいの有無に関係なく楽しめる、障がいの有無に関係なく楽しめる、ボールをボールを

使ったスポーツです。使ったスポーツです。ご家族でぜひチャレンジしてみてください！！ご家族でぜひチャレンジしてみてください！！

　　

　　

 

回 日時 内容

①
９月２５日（土）
　午後２時～午後４時

はじめ
　ボランティア活動論・活動実践へのポイント

②
１０月２日（土）
　午前９時３０分～午後４時

疑似体験と実践者からの報告
　シニア体験・車いす体験、ボランティア団体等の活動、
  経験談、実践活動に向けて

③
１０月３日（日）～２２日（金）
　※午前９時～午後４時
　　活動先の日程による

ボランティア活動体験
　区内の高齢者施設、障害者（児）施設、保育園等
　ボランティアグループでの活動（環境、福祉等）

④
１０月２３日（土）
　午後１時～午後４時３０分

まとめ
　体験発表・ワークショップ

 

障がい者スポーツ障がい者スポーツ“ボッチャ”“ボッチャ”ボランティア体験ボランティア体験

 

イメージは…ボールを 
つかった“カーリング”
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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サポーター登録をした方が受入

施設で、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、そそ

の活動時間に応じて評価ポイントの活動時間に応じて評価ポイント

（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ポイントは年度毎に集

計され、計され、ご本人の申出により評価ポイント数に応じた交付金ご本人の申出により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。　　

介護支援サポーター制度　とは？？　介護支援サポーター制度　とは？？　

 夏休みボランティア体験活動報告夏休みボランティア体験活動報告

♪★サポーターの方々の活動の様子をご紹介します♪★サポーターの方々の活動の様子をご紹介します

今回ご紹介した皆さんは、今回ご紹介した皆さんは、それぞれ違う施設で活動をされていまそれぞれ違う施設で活動をされていま

す。す。活動内容は他に、活動内容は他に、話し相手、話し相手、配膳配膳・・下膳の手伝い等があります。下膳の手伝い等があります。

★８月の新規登録施設の紹介！★８月の新規登録施設の紹介！　　

　　デイサービス　トーリツデイサービス　トーリツ

（東新小岩７－３１－１１）（東新小岩７－３１－１１）が加わが加わ

りました！！りました！！

≪ ≫募集内容 　≪ ≫募集内容 　掃除などの軽作業掃除などの軽作業

　話し相手、　話し相手、行事協力、行事協力、体操への参加体操への参加

　です。　です。

≪ ≫参加者内訳≪ ≫参加者内訳

・・高齢者施設高齢者施設（（1111施設）施設）  22  22名名

・・障がい者施設障がい者施設（（88施設）施設）  9  9名名

 
 

 

洗濯ものたたみ洗濯ものたたみ ≪ ≫掃除などの軽作業　 窓拭き≪ ≫掃除などの軽作業　 窓拭き

≪ ≫園芸　 草とり≪ ≫園芸　 草とり
≪ ≫余暇活動の支援　 活動後の準備≪ ≫余暇活動の支援　 活動後の準備 　　　　

 

22 年度 説明会・基礎研修会 

第５回 １０月１９日（火） 

午後１時３０分～午後４時

  ウェルピアかつしか１階 

【内容】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 

    ③登録手続き 

【申し込み】５６９８－２５１１

 

・・児童館、児童館、学童保育学童保育（（1212施設）　施設）　2222名名

・・保育園保育園（（2929施設）　施設）　5555名名

・・ボランティアセンター　ボランティアセンター　11名名

 
２４施設目です！

　７月２０日～８月３１日、　７月２０日～８月３１日、老人ホームなどで、老人ホームなどで、延べ１０９名がボラン延べ１０９名がボラン

ティア体験をしました。ティア体験をしました。

《体験した人の声》《体験した人の声》

・・この体験で様々な人と関わり、この体験で様々な人と関わり、多くのことを学びました。多くのことを学びました。

・・不安もあったけど、不安もあったけど、体験をしてやっぱり保育士になりたいと体験をしてやっぱり保育士になりたいと

　実感しました。　実感しました。

・・「ありがとう」「ありがとう」といわれて、といわれて、とてもやりがいを感じました。とてもやりがいを感じました。

まだまだボランティア活動のチャンスがあります。まだまだボランティア活動のチャンスがあります。特に秋は特に秋は

様々な施設でイベントがあり、様々な施設でイベントがあり、ボランティアを募集していまボランティアを募集していま

す。す。ボランティアセンターのホームページに掲載していますボランティアセンターのホームページに掲載しています

ので、ので、ご覧ください。ご覧ください。

新たなことにチャレンジすることは、

簡単ではありません。大変だなぁと感じ

ることもあります。ですが、勇気をもっ

て体験をすることは、きっと・・・自分

の為になります。ボランティアのことで

悩んでいたら、是非、ボランティアセン

ターにご相談ください。 

 

≪ ≫老人ホーム利用者の話し相手≪ ≫老人ホーム利用者の話し相手
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ブイブイ

　日頃から精力的にボランティア活動を行いながら、　日頃から精力的にボランティア活動を行いながら、ボランティア以外でも活躍しているボランティボランティア以外でも活躍しているボランティ

アさんを紹介します。アさんを紹介します。

　「学校支援ボランティアの会」　「学校支援ボランティアの会」代表の下山利博さん代表の下山利博さん（Ｖネット会長）（Ｖネット会長）がアーチェリー種目でがアーチェリー種目で

第１０回全国障害者スポーツ大会へ出場します。第１０回全国障害者スポーツ大会へ出場します。

　アーチェリーは子どもからお年寄りまで、　アーチェリーは子どもからお年寄りまで、年齢や体力に関係なく誰でも気軽にできるシューティ年齢や体力に関係なく誰でも気軽にできるシューティ

ングスポーツで、ングスポーツで、弓と矢を使い数十メートル離れた的を狙い得点を争う競技です。弓と矢を使い数十メートル離れた的を狙い得点を争う競技です。

　下山さんは平成　下山さんは平成1919年にアーチェリーを始め、年にアーチェリーを始め、わずかわずか33年で年で「第「第1111回東京都障害者スポーツ大回東京都障害者スポーツ大

会」会」に優勝し、に優勝し、1010月月2323日から日から2525日にかけて開催される日にかけて開催される「第「第1010回全国障害者スポーツ大会」回全国障害者スポーツ大会」へのへの

出場権を獲得しました。出場権を獲得しました。

　みなさま、　みなさま、応援よろしくお願いします！！応援よろしくお願いします！！

「学校支援ボランティアの会」「学校支援ボランティアの会」  代表の下山さん代表の下山さん（Ｖネット会長）（Ｖネット会長）がが

都大会で優勝し、都大会で優勝し、第１０回全国障害者スポーツ大会に出場します！！　第１０回全国障害者スポーツ大会に出場します！！　

 活躍しているボランティアの紹介活躍しているボランティアの紹介

＜葛飾しょうぶ園　イベントボランティア＞＜葛飾しょうぶ園　イベントボランティア＞

内容内容：：事前の準備、事前の準備、会場整理など会場整理など

日時日時：：１０月９日１０月９日((土土))　午前９時～午後４時　午前９時～午後４時

場所場所：：葛飾しょうぶ園　葛飾しょうぶ園　((高砂２－８－１高砂２－８－１))

募集人数募集人数：：２０名２０名

その他その他：：昼食あり昼食あり

※再掲

施設公開行事でお手伝いしてくれる方を募集しています。施設公開行事でお手伝いしてくれる方を募集しています。一緒に楽しんでくれる方、一緒に楽しんでくれる方、お待ちしています。お待ちしています。

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：葛飾しょうぶ園葛飾しょうぶ園

　　TELTEL：：３６７２－７１６１３６７２－７１６１

  FAX  FAX：：３６７２－７１６３　（担当３６７２－７１６３　（担当：：宝住）　宝住）　

　９月３０日　９月３０日((木木))までにご連絡ください。までにご連絡ください。

　Ｖネットではボランティアセンターから各種委員会の委員　Ｖネットではボランティアセンターから各種委員会の委員（任期２年）（任期２年）の推薦を依頼されました。の推薦を依頼されました。

役員会で討議した結果、役員会で討議した結果、ご本人の了解を得て次の委員の推薦を行ったことを報告します。ご本人の了解を得て次の委員の推薦を行ったことを報告します。

（１）（１）葛飾区社会福祉協議会葛飾区社会福祉協議会（理事）　大塚　勝氏（理事）　大塚　勝氏（ヨットエイドジャパン代表）（ヨットエイドジャパン代表）

（２）（２）福祉事業推進委員会　中井　章夫氏福祉事業推進委員会　中井　章夫氏（個人ボランティア）（個人ボランティア）

（３）（３）ボランティア推進委員会ボランティア推進委員会    市原　みずよ氏市原　みずよ氏（水元ネイチャープロジェクト代表）（水元ネイチャープロジェクト代表）

                                                          黒川　多美子氏黒川　多美子氏（プルメリア代表）（プルメリア代表）

 

各種委員会の委員を推薦各種委員会の委員を推薦

 

 

「Ｖネット交流会」「Ｖネット交流会」開催のお知らせ開催のお知らせ

　　Ｖネットに加入されている団体および個人の皆さんの活動報告と情報交換などのＶネットに加入されている団体および個人の皆さんの活動報告と情報交換などの

交流と、交流と、「ボランティアまつり」「ボランティアまつり」に対する感想や意見を交すに対する感想や意見を交す「Ｖネット交流会」「Ｖネット交流会」をを

下記の日程で開催しますので、下記の日程で開催しますので、ご参加をお願いします。ご参加をお願いします。なお先日実施させていただなお先日実施させていただ

いたアンケート結果も併せて報告します。いたアンケート結果も併せて報告します。

◆日時　９月１８日◆日時　９月１８日（土）　午後２時から４時（土）　午後２時から４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）
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 ボランティア募集ボランティア募集

＜風の子まつり　イベントボランティア＞＜風の子まつり　イベントボランティア＞

＜葛飾幼児グループ　おまつりボランティア＞＜葛飾幼児グループ　おまつりボランティア＞

内容内容：：荷物出し、荷物出し、ゲームコーナーの係、　　　ゲームコーナーの係、　　　

　　　保育のお手伝い、　　　保育のお手伝い、片付け片付け

日時日時：：１１月１４日１１月１４日((日日) ) 　午前８時～午後４時　午前８時～午後４時

場所場所：：青戸３丁目西児童遊園青戸３丁目西児童遊園（青戸児童館前高架下（青戸児童館前高架下))

募集人数募集人数：：約２０人約２０人

供出品募集中供出品募集中：：瀬戸物瀬戸物・・バックバック・・おもちゃおもちゃ・・日用品日用品

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：葛飾幼児グループ葛飾幼児グループ

　　TELTEL・・FAXFAX：：３６０４－９０２０　（担当３６０４－９０２０　（担当：：尾花）　尾花）　

　１０月３１日　１０月３１日((日日))までにご連絡ください。までにご連絡ください。

葛飾幼児グループまつりでお手伝いしてくれる方を募集しています。葛飾幼児グループまつりでお手伝いしてくれる方を募集しています。また、また、供出品も募集しています。供出品も募集しています。

「２０１０秋の風の子まつり＆バザー」「２０１０秋の風の子まつり＆バザー」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：：模擬店模擬店・・ゲームコーナーゲームコーナー・・会場整理会場整理

　　　などのお手伝い　　　などのお手伝い

日時日時：：１１月２０日１１月２０日（土）（土）前日準備前日準備  正午～午後４時正午～午後４時

            １１月２１日１１月２１日（日）（日）当日当日  午前９時～午後４時午前９時～午後４時

※どちらか１日だけでも構いません。※どちらか１日だけでも構いません。

場所場所：：葛飾区立葛美中学校　葛飾区立葛美中学校　((水元２－１７－１水元２－１７－１))

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：：動きやすい服装動きやすい服装

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：かつしか風の子クラブかつしか風の子クラブ

　　TELTEL・・FAXFAX：：３６００－０７０１３６００－０７０１（担当（担当：：角）　　角）　　

　　E-MailE-Mail：：katsushika_kazenoko_club@yahoo.co.jpkatsushika_kazenoko_club@yahoo.co.jp　　

　※子どもたちとの活動中はなかなか電話に出るこ　※子どもたちとの活動中はなかなか電話に出るこ

　　とが難しいので、　　とが難しいので、メールでのご連絡大歓迎です。メールでのご連絡大歓迎です。

　　１１月１０日　　１１月１０日（水）（水）までにご連絡ください。までにご連絡ください。

＜デイサービス＜デイサービス  トーリツ　ボランティア＞トーリツ　ボランティア＞

内容内容：：利用者さんのお話し相手、利用者さんのお話し相手、施設内の掃除、施設内の掃除、

　　　レクリエーションへの参加、　　　レクリエーションへの参加、書道や生け花書道や生け花

            などの簡単な指導、などの簡単な指導、お茶出しなどお茶出しなど

日時日時：：月～土　午前９時～午後５時月～土　午前９時～午後５時（時間応相談）（時間応相談）

場所場所：：デイサービストーリツデイサービストーリツ((東新小岩７－３１－１１東新小岩７－３１－１１))

募集人数募集人数：：お問合せくださいお問合せください

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：デイサービスデイサービス  トーリツトーリツ

　　TELTEL：：３６９１－２２１０　３６９１－２２１０　

　　FAXFAX：：３６９１－２２７８　（担当３６９１－２２７８　（担当：：溜）　溜）　

内容内容：：絵手紙、絵手紙、書道、書道、楽器演奏などの余暇活動のお手伝い楽器演奏などの余暇活動のお手伝い

日時日時：：それぞれ、それぞれ、月に１～２回程度　午後月に１～２回程度　午後

場所場所：：デイサービスデイサービス  いろりの里　いろりの里　((白鳥３－６－１２白鳥３－６－１２))

＜デイサービス＜デイサービス  いろりの里　余暇活動ボランティア＞いろりの里　余暇活動ボランティア＞

その他その他：：実費経費実費経費（交通費など）（交通費など）の支給ありの支給あり

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：デイサービスデイサービス  いろりの里いろりの里

　　TELTEL：：６６６２－９６８７　　６６６２－９６８７　　

　　FAXFAX：：６６６２－９６５３　（担当６６６２－９６５３　（担当：：作田）作田）

８月にオープンしたばかりの小規模のデイサービスです。８月にオープンしたばかりの小規模のデイサービスです。利用者利用者

さんにいろいろ楽しんでいただきたいと思っています。さんにいろいろ楽しんでいただきたいと思っています。

＜青戸しょうぶ　お祭りボランティア＞＜青戸しょうぶ　お祭りボランティア＞

内容内容：：①手芸をやってくださる方①手芸をやってくださる方

            ②習字をやってくださる方　　　②習字をやってくださる方　　　

日時日時：：月～金　午後２時～３時を希望　月～金　午後２時～３時を希望　

　　　（週１回～隔週１回くらいでも可）　　　（週１回～隔週１回くらいでも可）

場所場所：：デイサービスデイサービス  あゆみ　あゆみ　((東新小岩８－８－１１東新小岩８－８－１１))

募集人数募集人数：：①、①、②共に各１人ずつ②共に各１人ずつ

その他その他：：実費経費の支給あり。実費経費の支給あり。

              障害に関して理解障害に関して理解・・協力してくださる方。協力してくださる方。

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：デイサービスデイサービス  あゆみあゆみ

　　TELTEL：：５６７２－２６７８　　５６７２－２６７８　　

　　FAXFAX：：５６７０－６９５７　（担当５６７０－６９５７　（担当：：石井）　石井）　

内容内容：：利用者支援利用者支援・・喫茶喫茶・・物品販売物品販売・・ゲームコーナー担当ゲームコーナー担当

日時日時：：１１月６日１１月６日（土）（土）

            １１月７日１１月７日（日）（日）

※どちらか※どちらか11日だけでも構いません。日だけでも構いません。　　

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))

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：：昼食昼食・・交通費支給あり。交通費支給あり。

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：青戸しょうぶ青戸しょうぶ

　　TELTEL：：３６０３－９７２９　　３６０３－９７２９　　

　　FAXFAX：：３６０３－９７８５　（担当３６０３－９７８５　（担当：：髙木）髙木）

　多くの方のご参加をお待ちしています。　多くの方のご参加をお待ちしています。　　

　１０月１５日　１０月１５日（金）（金）までにご連絡ください。までにご連絡ください。

「第５回青戸しょうぶ「第５回青戸しょうぶ・・もみじ祭」もみじ祭」でお手伝いしてくれる方でお手伝いしてくれる方

を募集しています。を募集しています。

 

 

 

午前９時～午後３時３０分　午前９時～午後３時３０分　
 

＜デイサービス＜デイサービス  あゆみ　ボランティア＞あゆみ　ボランティア＞
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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

＜せせらぎ亀有　調理＆配達ボランティア＞＜せせらぎ亀有　調理＆配達ボランティア＞
高齢者にお弁当を調理し、高齢者にお弁当を調理し、配達している配達している「せせらぎ亀有」「せせらぎ亀有」さんがお手伝いしてくださる方を募集しています。さんがお手伝いしてくださる方を募集しています。

◆調理の方はボランタリー精神のある人ならどなたでもお待ちしています。◆調理の方はボランタリー精神のある人ならどなたでもお待ちしています。（調理後試食します）（調理後試食します）

◆堀切界隈を配達していただける人を募集しています。◆堀切界隈を配達していただける人を募集しています。１１時くらいから配達し、１１時くらいから配達し、短時間で終わります。短時間で終わります。　　

日時日時：：毎月第２毎月第２・・第３水曜日　第３水曜日　

　　　午前９時～午後１時　　　午前９時～午後１時

          ※８月※８月・・９月はお休みです。９月はお休みです。

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))

募集人数募集人数：：調理する方　１～２名調理する方　１～２名

                    配達する方　２～３名配達する方　２～３名

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：かつしかボランティアセンターかつしかボランティアセンター

　　TELTEL：：５６９８－２５１１　５６９８－２５１１　FAXFAX：：５６９８－２５１２　５６９８－２５１２　

※再掲

＜キッチンパーラー　料理教室のお手伝い＞＜キッチンパーラー　料理教室のお手伝い＞

活動内容活動内容：：障害者が調理実習をする補助です。障害者が調理実習をする補助です。

日時日時：：毎月２回毎月２回（土（土・・日）　午前９時～午後２時頃日）　午前９時～午後２時頃

場所場所：：ウィメンズパル調理室ウィメンズパル調理室

その他その他：：食材費として年会費２千円食材費として年会費２千円

キッチンパーラーでは、キッチンパーラーでは、知的障害者の自立と友情交流を目的とした料理教室を毎月２回開催しています。知的障害者の自立と友情交流を目的とした料理教室を毎月２回開催しています。

協力してくださる方を募集中です。協力してくださる方を募集中です。

問合せ問合せ：：キッチンパーラーキッチンパーラー

              永井永井：：３６０９－６０９１３６０９－６０９１

※１０※１０//２２（土）（土）・・１７１７((日日))、、１１１１//１３１３((土土))

　見学できます。　見学できます。事前に連絡を！事前に連絡を！

＜南奥戸児童館　イベントボランティア＞＜南奥戸児童館　イベントボランティア＞

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：：動きやすい服装、動きやすい服装、上履き持参上履き持参

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：南奥戸児童館南奥戸児童館

　　TELTEL：：５６９８－１７０７　　５６９８－１７０７　　

　　FAXFAX：：５６９８－１９３２　（担当５６９８－１９３２　（担当：：堂路）　堂路）　

　９月２２日　９月２２日（水）（水）までにご連絡ください。までにご連絡ください。

内容内容：：お店のコーナーや子どものお手伝いお店のコーナーや子どものお手伝い

　　　自転車の整備、　　　自転車の整備、後片付けなど後片付けなど

日時日時：：９月２５日９月２５日((土土))

　　　午前１０時～午後６時　　　午前１０時～午後６時

場所場所：：南奥戸児童館　南奥戸児童館　((奥戸２－３０－１１奥戸２－３０－１１))

子どもまつりでお手伝いしてくれる方を募集しています。子どもまつりでお手伝いしてくれる方を募集しています。
※再掲

今回のみんなのコーナーはお休みさせていただきます。 
また、みんなのコーナーに掲載を希望する方はボランティアセンターまで連絡をお願いします！


