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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１０月１６日、今後の開所日は１０月１６日、１１月６日１１月６日・・２０日です。２０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９月末現在）（平成２２年９月末現在）

　個人登録　個人登録 ：： ８０名８０名

　団体登録　団体登録 ：： ２，２， ７５６名７５６名

　　（８３団体）　　（８３団体）

　　　　合計　　　２，　　　　合計　　　２， ８３６名８３６名

　　

　　

　　

お
知
ら
せ

 

世のため”世のため”“人のため”“人のため”からから『自分自身の豊かさづくり』『自分自身の豊かさづくり』へ！へ！

講演講演「健康から見たボランティア活動とは？」「健康から見たボランティア活動とは？」から、から、ボランティア活動を見直し、ボランティア活動を見直し、人とかかわる福祉ボランティ人とかかわる福祉ボランティ

アに焦点を当て、アに焦点を当て、健康面から見たボランティア活動の有効性について考えます。健康面から見たボランティア活動の有効性について考えます。

人人  ××  人人  ＝＝  健健  康康  →→  幸幸  せせ  の方程式は成り立つのでしょうか？の方程式は成り立つのでしょうか？
 (かかわり) 後後  期期（全４回）（全４回）

講座講座

２０１０かつしか区民大学単位認定講座２０１０かつしか区民大学単位認定講座 
 

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

時時    間間：：午後２時～４時午後２時～４時

対　象対　象：：区内在住、区内在住、在勤、在勤、在学の方在学の方（定員（定員5050 名）名）

申　込申　込：：

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・・電話番号と返信用電話番号と返信用

あて名を明記しあて名を明記し「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」と記入しと記入し

て、て、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。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。

〒〒124-0006124-0006　葛飾区堀切３　葛飾区堀切３‐‐３４３４‐‐１　１　

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

締締    切切：：１０月２９日１０月２９日（金）（金）＝＝  必必  着着  ＝＝

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　　５６９８５６９８‐‐２５１１２５１１

 

 

 

回 月　日 内     容 講   師
第

１

回

１１月１０日
　（水）

“健康から見たボランティア活動とは”
　藤原佳典氏
　　（医学博士：東京都健康長寿医療センター副部長）

第

２

回

１１月１７日
　（水）

“福祉ボランティアってな～あに？”

第

３

回

１１月２４日
　（水）

“自分と相手を知ろう！”

第

４

回

１２月１日
　（水）

“もしも、
　　あなたが福祉施設でボランティア
　　　活動をするとしたら・・・？”

　森　松美氏（東四つ木在宅サービスセンター所長）
　佐藤康明氏（水元園施設長）
  石川克巳（葛飾区社会福祉協議会職員）

　石川克巳
　　　（葛飾区社会福祉協議会職員）

葛飾区社会福祉協議会では会員を募集しています。葛飾区社会福祉協議会では会員を募集しています。

 
 

ボランティア活動ボランティア活動

による健康への効による健康への効

果についてお話し果についてお話し

します！します！

２ページ２ページ

ボラ講座ボラ講座・・介護支援介護支援

３ページ３ページ

ボラ募集ボラ募集・・VGVG 活動報告活動報告

４ページ４ページ

ＶネットＶネット・・活動報告活動報告

６ページ６ページ

VGVG情報情報
５ページ５ページ

ボラ募集ボラ募集・・赤い羽根赤い羽根
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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。 

　　

　　

　　ボランティアまつり実行委員会ボランティアまつり実行委員会は、は、９月２８日、９月２８日、１０月１２日、１０月１２日、１０月２６日、１０月２６日、１１月９日、１１月９日、

１１月３０日、１１月３０日、１２月１４日に開催されます。１２月１４日に開催されます。第２回実行委員会では、第２回実行委員会では、活動の舞台発表活動の舞台発表・・模擬店模擬店・・

バザーバザー・・体験コーナーの各係に分かれての話し合いも始まります。体験コーナーの各係に分かれての話し合いも始まります。

　まつりの詳細は来月号でお知らせいたします。　まつりの詳細は来月号でお知らせいたします。ボランティア募集も行う予定です！ボランティア募集も行う予定です！

　９月２８日　９月２８日（火）（火）に第１回実行委員会が開催されました。に第１回実行委員会が開催されました。出席者は４８名でした。出席者は４８名でした。

　今年のテーマは去年と同様　今年のテーマは去年と同様「みんなで参加ふれあい広場～あなたとわたしの思いやり～」「みんなで参加ふれあい広場～あなたとわたしの思いやり～」

となりました。となりました。

　　介護サポーター制度は介護サポーター制度は・・・・ご本人のご本人の生きがい生きがい

活動や活動や介護予防介護予防だけでなく、だけでなく、地域をより活性化地域をより活性化

することにもつながっています！することにもつながっています！

　『この活動をはじめてから、　『この活動をはじめてから、毎日が充実して毎日が充実して

います。』います。』と、と、生き生き生き生きとサポーター活動をしてとサポーター活動をして

♪いる方がたくさんいます♪いる方がたくさんいます

 

 

 

第第第２２２２２２回回回   ボボボララランンンテテティィィアアアまままつつつりりり   

（（（第第第６６６回回回   ウウウェェェルルルピピピアアアまままつつつりりり）））   

１１１２２２月月月５５５日日日（（（日日日）））   

 
2222 年年度度  説説明明会会・・基基礎礎研研修修会会  

第第５５回回  １１００月月１１９９日日（（火火））  

第第６６回回  １１１１月月１１６６日日（（火火））  

午午後後１１時時３３００分分～～午午後後４４時時  

    ウウェェルルピピアアかかつつししかか１１階階  

【【内内容容】】①①制制度度のの概概要要説説明明  

        ②②ササポポーータターー活活動動にに  

おおけけるる心心ががままええ等等  

        ③③登登録録手手続続きき  

【【申申しし込込みみ】】５５６６９９８８－－２２５５１１１１  

  

◆◆上上記記のの日日程程ででのの参参加加がが難難ししいい方方はは、、

そそのの旨旨ををごご連連絡絡くくだだささいい。。

　区内在住満６５歳以上の方　区内在住満６５歳以上の方で、で、サポーター登録をしサポーター登録をし

た方が受入施設で、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、余暇余暇

活動の支援など、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（サポー

ター活動）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その活動時間に応じて評価ポイン

トト（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。ポイントはポイントは

年度毎に集計され、年度毎に集計され、ご本人の申出により評価ポイント数ご本人の申出により評価ポイント数

に応じた交付金に応じた交付金（１００ポイント＝１００円）（１００ポイント＝１００円）を支給しを支給し

ます。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。

 

   



H22.10.15H22.10.15　第　第241241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                        　　  -3--3-（全（全66ページ）　ページ）　

災害ボランティアグループ災害ボランティアグループ 「コアかつしか」「コアかつしか」 の活動報告の活動報告

＜ボランティアセンター　冊子作成のお手伝い＞＜ボランティアセンター　冊子作成のお手伝い＞
『夏休みボランティア体験』『夏休みボランティア体験』体験者の感想文集作成のお手伝いをしてくださる方を募集します。体験者の感想文集作成のお手伝いをしてくださる方を募集します。

簡単な作業です。簡単な作業です。当日、当日、ウェルピアかつしか１階の社協研修室までお越しください。ウェルピアかつしか１階の社協研修室までお越しください。

内容内容：：帳合作業帳合作業（印刷物を順番に組み冊子にしていく（印刷物を順番に組み冊子にしていく

　　　作業です。　　　作業です。難しくはありません。）難しくはありません。）

日時日時：：１０月２１日１０月２１日((木木))

　　　午前１０時～１１時半　　　午前１０時～１１時半

場所場所：：ウェルピアかつしか１階ウェルピアかつしか１階（社協研修室）（社協研修室）

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：ボランティアセンターボランティアセンター

　　TELTEL：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１

  FAX  FAX：：５６９８－２５１２　（担当５６９８－２５１２　（担当：：米津）米津）

　　「災害ボランティアグループ　コアかつしか」「災害ボランティアグループ　コアかつしか」はボランティアセンターが毎年開催する災害ボランティア講はボランティアセンターが毎年開催する災害ボランティア講

座を受講した方々が講座後も引き続き活動するために結成されました。座を受講した方々が講座後も引き続き活動するために結成されました。災害に備えて、災害に備えて、研修や訓練、研修や訓練、情情

報交換などを行っています。報交換などを行っています。

１０月３日１０月３日（日）（日）に南奥戸小学校で葛飾区に南奥戸小学校で葛飾区

総合防災訓練が行われました。総合防災訓練が行われました。社会福祉協議社会福祉協議

会は、会は、大規模災害時、大規模災害時、葛飾区との協定に基づ葛飾区との協定に基づ

き、き、災害ボランティアセンターの運営を行う災害ボランティアセンターの運営を行う

こととなっています。こととなっています。そこで、そこで、社会福祉協議社会福祉協議

会と会と「コアかつしか」「コアかつしか」が協力して、が協力して、災害ボラ災害ボラ

ンティアセンター立ち上げシミュレーションンティアセンター立ち上げシミュレーション

を行いました。を行いました。総合防災訓練には、総合防災訓練には、初めての初めての

参加でした。参加でした。

　災害ボランティアセンターには、　災害ボランティアセンターには、４つの基４つの基

本業務があります。本業務があります。①ボランティア登録①ボランティア登録・・マッマッ

チングチング（保険加入やボランティアへのオリエ（保険加入やボランティアへのオリエ

ンテーションなど）、ンテーションなど）、②総務班②総務班（情報収集、（情報収集、関関

係者や葛飾区災害対策本部との調整など）、係者や葛飾区災害対策本部との調整など）、③③

生活支援生活支援（避難所）（避難所）班班（避難所運営の支援、（避難所運営の支援、住住

民のニーズ把握など）、民のニーズ把握など）、④生活支援④生活支援（在宅）（在宅）班班

（当事者団体との協働活動など）（当事者団体との協働活動など）の４つです。の４つです。

　　今回は今回は「ボランティア受付」、「ボランティア受付」、「オリエンテー「オリエンテー

ション」、ション」、「マッチング」「マッチング」の訓練を行いました。の訓練を行いました。

訓練に参加した地域の方々にボランティア役と訓練に参加した地域の方々にボランティア役と

してご協力をいただきました。してご協力をいただきました。

　今回の参加を通じて、　今回の参加を通じて、社会福祉協議会やボラ社会福祉協議会やボラ

ンティアセンターの仕事、ンティアセンターの仕事、またまた「コアかつし「コアかつし

か」か」の活動をＰＲすることができ、の活動をＰＲすることができ、大変有意義大変有意義

でした。でした。

【オリエンテーション】 
災害ボランティア活動についての注意事項を説明

します。 

【マッチング】 
住民からのボランティアの要望を読みあげ、希望者

を募ります。内容、場所などを具体的に伝えます。

【ボランティア受付】 
活動の流れや保険の説明をし、名前・住所等を記入し

てもらいます。その後ガムテープで名札を作成します。

 

 

 

 

災害ボランティアセンターは、災害ボランティアセンターは、災害救援に駆けつける災害救援に駆けつける

ボランティアの受け入れや住民の要望の収集ボランティアの受け入れや住民の要望の収集・・調整など調整など

を行い、を行い、効果的なボランティア活動を支援します。効果的なボランティア活動を支援します。
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ブイブイ

　９月１８日　９月１８日（土）（土）午後、午後、ボランティア活動室でボランティア活動室で「Ｖネット交流会」「Ｖネット交流会」が開かれました。が開かれました。加入団体およ加入団体およ

び個人の皆さんの活動報告と情報交換などの交流と、び個人の皆さんの活動報告と情報交換などの交流と、他区のボランティアまつりの見学報告を行うと他区のボランティアまつりの見学報告を行うと

いう初の試み。いう初の試み。交流会には１０団体と２名の方々が参加し、交流会には１０団体と２名の方々が参加し、Ｖネットが推薦した各種委員会の説明をＶネットが推薦した各種委員会の説明を

ボランティアセンターから受けた後、ボランティアセンターから受けた後、先日実施したアンケート回答をもとに、先日実施したアンケート回答をもとに、自己紹介を兼ねた各団自己紹介を兼ねた各団

体や個人から詳しい報告やイベント情報の説明がされました。体や個人から詳しい報告やイベント情報の説明がされました。今まで名前は知っていたが、今まで名前は知っていたが、どんな活どんな活

動をしている団体なのか詳しく知る機会があまりなかったＶネット相互の理解を深めた交流会になり動をしている団体なのか詳しく知る機会があまりなかったＶネット相互の理解を深めた交流会になり

ました。ました。各団体はそれぞれユニークなイベントを開催し、各団体はそれぞれユニークなイベントを開催し、活動していることもわかり、活動していることもわかり、参加への呼び参加への呼び

掛けもありました。掛けもありました。

初の初の 「Ｖネット交流会」「Ｖネット交流会」 を開催を開催

報告に報告に “こんな活動をしているの！”“こんな活動をしているの！” とビックリとビックリ

―イベント参加への呼び掛けも出る情報交換――イベント参加への呼び掛けも出る情報交換―

　残念ながら時間が足りず、　残念ながら時間が足りず、また参加団体も少なかった交流会でまた参加団体も少なかった交流会で

したが、したが、今後もＶネットに加入されている団体や個人のみなさん今後もＶネットに加入されている団体や個人のみなさん

から、から、気楽に話し合い、気楽に話し合い、交流する機会を適宜持ちたいとの声も聞交流する機会を適宜持ちたいとの声も聞

かれた交流会でした。かれた交流会でした。

　なおＶネット役員が各団体の活動やイベントなどを出来る限り　なおＶネット役員が各団体の活動やイベントなどを出来る限り

取材し、取材し、『ＶＮＮ』『ＶＮＮ』（Ｖネットニュース）（Ｖネットニュース）で今後も報告していく予で今後も報告していく予

定ですが、定ですが、みなさんからのみなさんからの『Ｖネット情報』『Ｖネット情報』への積極的な投稿もへの積極的な投稿も

お願いします。お願いします。

他区のボランティアまつりの特色をスライドで紹介他区のボランティアまつりの特色をスライドで紹介

■日時　１０月２３日■日時　１０月２３日（土）　（土）　

　　　　　午前１１時～午後３時　　　　　午前１１時～午後３時

■会場　千代田通り商店街■会場　千代田通り商店街（葛飾区鎌倉）（葛飾区鎌倉）

　　　　　京成小岩駅より徒歩５分　　　　　京成小岩駅より徒歩５分

　センターだより８月号のみんなのコーナーで紹介し　センターだより８月号のみんなのコーナーで紹介し

た千代田通り商店街が第３回フリーマーケットを開催た千代田通り商店街が第３回フリーマーケットを開催

します。します。皆さま、皆さま、ぜひお立ち寄りください。ぜひお立ち寄りください。

 

　後半は下山会長から、　後半は下山会長から、足立足立・・江戸川江戸川・・江東の３区のボランティアまつり江東の３区のボランティアまつり（フェスティバル）（フェスティバル）の内容の内容

を、を、スライドを交えての見学報告に見入りました。スライドを交えての見学報告に見入りました。それぞれ特色があり、それぞれ特色があり、「かつしかボランティアま「かつしかボランティアま

つり」つり」でも学ぶべき点が多いこともあったと思います。でも学ぶべき点が多いこともあったと思います。

講演内容は、講演内容は、視覚障害者へのサービスや著作権、視覚障害者へのサービスや著作権、

これからの音訳活動についてでした。これからの音訳活動についてでした。皆さん、皆さん、真真

剣に講師のお話を聞いていました。剣に講師のお話を聞いていました。

話の途中では、話の途中では、講師が実際に使っているデジタ講師が実際に使っているデジタ

ルプレイヤーなどの読書機器の音声を聞くこともルプレイヤーなどの読書機器の音声を聞くことも

できました。できました。参加者は読書機器が実際にどのよう参加者は読書機器が実際にどのよう

なものか知ることができました。なものか知ることができました。

この講演会によりさらなる音訳ボランティア活この講演会によりさらなる音訳ボランティア活

動の発展を期待しています！動の発展を期待しています！

「葛飾音訳ボランティアの会」「葛飾音訳ボランティアの会」の活動報告の活動報告

  　平成２２年度ボランティアグループ育成　平成２２年度ボランティアグループ育成・・助成金の交付団体が助成金を活用した研修活動を行いまし助成金の交付団体が助成金を活用した研修活動を行いまし

た。た。 今回は今回は 「葛飾音訳ボランティアの会」「葛飾音訳ボランティアの会」 の講演会について報告します。の講演会について報告します。

 

９月６日９月６日（月）、（月）、中央図書館で中央図書館で「葛飾音訳ボラン「葛飾音訳ボラン

ティアの会」ティアの会」主催の講演会が行われました。主催の講演会が行われました。『音訳『音訳

の現状とこれからの方向性～視覚障害者の求めるの現状とこれからの方向性～視覚障害者の求める

読書環境とは～』読書環境とは～』というテーマでした。というテーマでした。

約７０名の方が講演会に参加していました。約７０名の方が講演会に参加していました。音音

訳ボランティアや点訳ボランティアの方々のほか、訳ボランティアや点訳ボランティアの方々のほか、

また視覚に障がいがある方もガイドヘルパーととまた視覚に障がいがある方もガイドヘルパーとと

もに参加していました。もに参加していました。

 

ちよだもーるちよだもーる �� 
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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：：３６０４－９０２０３６０４－９０２０

　　（担当　　（担当：：尾花尾花【おばな】）【おばな】）

　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。また供出品も募集しています。また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【すみ】）【すみ】）

　　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。

　活動内容によって高齢者　活動内容によって高齢者・・障害者障害者・・児童児童・・その他の４分野に分その他の４分野に分

けて表示します。けて表示します。

　高　高 == 高齢者　障高齢者　障 == 障害者　児障害者　児 == 児童クラブ児童クラブ ・・ 保育園　他保育園　他 == その他その他

障

児

ボランティア募集施設案内冊子　配布中ボランティア募集施設案内冊子　配布中 

　　ボランティア募集施設案内　　ボランティア募集施設案内（平成（平成2222年～年～2323年年33月）月）の冊子をボランティアセの冊子をボランティアセ
ンター窓口で配布しています！ンター窓口で配布しています！

　　この冊子は区内の高齢者１３施設、　　この冊子は区内の高齢者１３施設、障害者１０施設、障害者１０施設、児童児童・・学童クラブ１４学童クラブ１４
施設、施設、保育園２７施設分のボランティア募集を見ることができます。保育園２７施設分のボランティア募集を見ることができます。ボランティボランティ
ア内容はお話し相手や清掃、ア内容はお話し相手や清掃、余暇活動、余暇活動、イベントのお手伝い…などなどです。イベントのお手伝い…などなどです。

　　自分に合ったボランティアや自宅から通える施設をじっくり探してみてくだ　　自分に合ったボランティアや自宅から通える施設をじっくり探してみてくだ
さい☆さい☆

　　福祉施設でボランティアをしてみたい方はぜひボランティアセンターまでお　　福祉施設でボランティアをしてみたい方はぜひボランティアセンターまでお
問合せください。問合せください。

 

 

１０月１日～１２月３１日１０月１日～１２月３１日

赤い羽根赤い羽根共同募金　共同募金　
あなたのまちの幸せのためにあなたのまちの幸せのために

　「赤い羽根共同募金」　「赤い羽根共同募金」が始まりました。が始まりました。皆様にいただいた募金は、皆様にいただいた募金は、じぶんの町をじぶんの町を

良くする活動に使われています。良くする活動に使われています。社会福祉協議会の窓口にも募金箱が設置されて社会福祉協議会の窓口にも募金箱が設置されて

います。います。ぜひご協力をお願いします。ぜひご協力をお願いします。

まだまだ募集中です！！ 
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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。

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、エトエト

ワール、ワール、地域包括支援センター堀切地域包括支援センター堀切

＊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

★日時　平成２２年１０月２４日★日時　平成２２年１０月２４日（日）（日）

★会場　青戸地区センター★会場　青戸地区センター  エポックホールエポックホール

　　　　（青戸５－２０－６）　　　　（青戸５－２０－６）

★入場　無料★入場　無料

★開場　午後１時★開場　午後１時

★開演　午後１時３０分★開演　午後１時３０分

♪★マジック教室開催！お土産付きです♪★マジック教室開催！お土産付きです

配布協力先が増えました！新しい配布協力先は「特別養護老人

ホームエトワール」＆「地域包括支援センター堀切」です！ 

また、センターだよりの配布協力先を募集しています。 

希望される団体はボランティアセンターまでご連絡ください☆

 
今回も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！     

 

       創創      立立      １５１５      周周      年年      記記      念念

ザザザ・・・シシシルルルククク（（（手手手品品品ののの会会会）））

マママジジジッッックククシシショョョーーー   

 
おはなし夢時計による２回連続講座　おはなし夢時計による２回連続講座　

■日時■日時：：１１月１９日１１月１９日（金）（金）・・１２月３日１２月３日（金）（金）

　　　　午前１０時～正午　　　　午前１０時～正午

■内容■内容：：聞き手と語り手が、聞き手と語り手が、一緒に楽しいお話会を作ります。一緒に楽しいお話会を作ります。　　　　　　

　　　　１１月１９日　　　　１１月１９日「一人で語る場合「一人で語る場合・・二人で語る場合」二人で語る場合」

　　　　１２月３日　　　　１２月３日      「受講生により参加型の実演」「受講生により参加型の実演」

■募集人数　若干名■募集人数　若干名（お問合せください）（お問合せください）

■問合せ　おはなし夢時計　（代表■問合せ　おはなし夢時計　（代表：：山田）山田）

　　　　　　　　　　TELTEL・・FAXFAX：：３６０９－２０５６３６０９－２０５６

『『平平成成２２２２年年度度  ボボラランンテティィアアググルルーーププ育育成成・・

助助成成金金』』をを活活用用ししてて実実施施さされれまますす。。  

『『平平成成２２２２年年度度  ボボラランンテティィアアググルルーーププ育育成成・・助助成成金金』』

をを活活用用ししてて実実施施さされれまますす。。  


