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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２月１９日、今後の開所日は２月１９日、３月５日３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２３年１月末現在）（平成２３年１月末現在）

　個人登録　個人登録 ：： ８４名８４名

　団体登録　団体登録 ：： ２，２， ７７３名７７３名

　　                              　（８６団体）　（８６団体）

　　　　合計　　　２，　　　　合計　　　２， ８５７名８５７名
　　

　　

　　

お
知
ら
せ

 

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。

社会福祉法人　葛飾区社会福祉協議会社会福祉法人　葛飾区社会福祉協議会

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

 

 

 
 

 
 
 

 

◆日時◆日時：：平成２３年３月１４日平成２３年３月１４日（月）（月）

　　　　午後２時～４時　　　　午後２時～４時

◆場所◆場所：：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

◆内容◆内容：：①小中学校での福祉教育の取り組みについて①小中学校での福祉教育の取り組みについて

　　　　②福祉教育ハンドブックについて　　　　②福祉教育ハンドブックについて

　　　　③ボランティアの実践報告　　　　③ボランティアの実践報告

◆対象◆対象：：葛飾区内でボランティア活動経験葛飾区内でボランティア活動経験

　　　　のある方　　　　のある方

◆参加申込◆参加申込：：

　電話または、　電話または、ＦＡＸで、ＦＡＸで、氏名氏名（所属団体）（所属団体）

　連絡先、　連絡先、ボランティア講師の経験の有ボランティア講師の経験の有

　無、　無、活動内容をお知らせください。活動内容をお知らせください。

 「ボランティア出前講座」「ボランティア出前講座」

は、は、学校からの依頼を受け学校からの依頼を受け

て、て、児童児童・・生徒が福祉活動生徒が福祉活動

やボランティア活動を身やボランティア活動を身

近に感じ、近に感じ、理解を深めるた理解を深めるた

めの講義や体験を行うもめの講義や体験を行うも

のです。のです。

今後、今後、ボランティア出前講座にご協ボランティア出前講座にご協

力いただける方もぜひ、力いただける方もぜひ、ご参加くだご参加くだ

さい！さい！

 

 

◆日時◆日時：：平成２３年３月１２日平成２３年３月１２日（土）　午後２時～４時（土）　午後２時～４時

◆場所◆場所：：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

◆内容◆内容：：ボランティアセンター事業報告ボランティアセンター事業報告

　　　　（ボランティア保険　　　　（ボランティア保険・・グループ助成等）グループ助成等）

　　　　参加者による情報交換　　　　参加者による情報交換

 
 
こちらも、こちらも、まだまだまだまだ

参加者募集中です。参加者募集中です。

現在、現在、活動しているボランティア団体活動しているボランティア団体・・個人の方向けの研修会です。個人の方向けの研修会です。

今年度は今年度は「ボランティア出前講座」「ボランティア出前講座」で講師をボランティアの方々にお願いするで講師をボランティアの方々にお願いする

ことが多くありましたので、ことが多くありましたので、小学校小学校・・中学校でのボランティアについて先生方中学校でのボランティアについて先生方

のお話しを聞き、のお話しを聞き、福祉教育ハンドブックをもとに研修をします。福祉教育ハンドブックをもとに研修をします。講師としての講師としての

活動をしたボランティア同士の意見交換も行います。活動をしたボランティア同士の意見交換も行います。

２頁２頁

Ｖ登録Ｖ登録・・Ｖ保険Ｖ保険

３頁　　　Ｖ募集３頁　　　Ｖ募集・・

介護支援サポーター介護支援サポーター

４頁　４頁　  Ｖ募集Ｖ募集・・

　個人Ｖ紹介　個人Ｖ紹介

５頁　５頁　  ＶネットＶネット・・

Ｖグループ紹介Ｖグループ紹介

６頁６頁  助成金助成金・・

みんなのみんなのｺｰﾅｰｺｰﾅｰ
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舞台発表舞台発表  　　１１時２０分～　　１１時２０分～

ボランティア登録すると……ボランティア登録すると……
　①月に１回発行のセンターだよりを希望によりお手元に届けます。　①月に１回発行のセンターだよりを希望によりお手元に届けます。

　　センターだよりはＨＰでも見ることができます。　　センターだよりはＨＰでも見ることができます。

　②団体はボランティアセンターＨＰに活動内容等を掲載します。　②団体はボランティアセンターＨＰに活動内容等を掲載します。

　③団体は　③団体は「ボランティアグループ「ボランティアグループ・・育成助成金」育成助成金」の申請ができます。の申請ができます。

　　※４月末までに登録が必要です。　　※４月末までに登録が必要です。その他にも条件がありますので、その他にも条件がありますので、

　　　ボランティアセンターまでお問い合わせいただくか、　　　ボランティアセンターまでお問い合わせいただくか、２月２５日発行の社協だよりに２月２５日発行の社協だよりに

　　　「ボランティアグループ　　　「ボランティアグループ・・育成助成金」育成助成金」の詳細を掲載しています。の詳細を掲載しています。また、また、センターだセンターだ

　　　より４月号にも掲載する予定です。　　　より４月号にも掲載する予定です。

　④ウェルピア１階のボランティア活動室を利用できます。　④ウェルピア１階のボランティア活動室を利用できます。

　　（ボランティア活動室の利用には、　　（ボランティア活動室の利用には、区の利用団体登録が必要です。）区の利用団体登録が必要です。）

　⑤ボランティアセンターの印刷機、　⑤ボランティアセンターの印刷機、ロッカーの利用ができます。ロッカーの利用ができます。

　　印刷機は有料　　印刷機は有料（製版１回につき５０円）（製版１回につき５０円）です。です。紙は各自ご用意ください。紙は各自ご用意ください。

※①保険加入につきましては、※①保険加入につきましては、センターで取り扱っている東京都社会福祉協議会のセンターで取り扱っている東京都社会福祉協議会の「ボランティア「ボランティア

　　活動保険」　　活動保険」には限りません。には限りません。それぞれの活動にふさわしい保険にご加入ください。それぞれの活動にふさわしい保険にご加入ください。

　②ボランティア登録をされた方は、　②ボランティア登録をされた方は、東京都社会福祉協議会が扱っている東京都社会福祉協議会が扱っている「ボランティア活動保険」「ボランティア活動保険」

　　のＢプランの場合、　　のＢプランの場合、一人年間５００円の保険料のうち、一人年間５００円の保険料のうち、社協が１００円を負担します。社協が１００円を負担します。

　　（自己負担４００円）　　（自己負担４００円）Ｂプランの場合、Ｂプランの場合、個人で加入される方は保険料のみ、個人で加入される方は保険料のみ、団体で加入される方団体で加入される方

　　は人数分の保険料と加入名簿　　は人数分の保険料と加入名簿（３部）（３部）をお持ちください。をお持ちください。

 

 

　ボランティア活動を行うにあたって、　ボランティア活動を行うにあたって、万が一を考え、万が一を考え、ボランティア保険への加入をおすすめボランティア保険への加入をおすすめ

しています。しています。ボランティアセンターで扱っている保険は東京都社会福祉協議会が扱っているボランティアセンターで扱っている保険は東京都社会福祉協議会が扱っている

「ボランティア活動保険」「ボランティア活動保険」です。です。詳しくは東京ボランティア市民活動センターのＨＰをご覧いた詳しくは東京ボランティア市民活動センターのＨＰをご覧いた

だくか、だくか、ボランティアセンターまでお問い合わせください。ボランティアセンターまでお問い合わせください。

　　かつしかボランティアセンターではボランティア登録を行っています。かつしかボランティアセンターではボランティア登録を行っています。登録すると、登録すると、施設や団体施設や団体

等がイベントや余暇活動等でボランティアが必要とする時に、等がイベントや余暇活動等でボランティアが必要とする時に、登録個人ボランティアや団体を紹介登録個人ボランティアや団体を紹介

しています。しています。

　ボランティアを区内に広めるためのパートナーとして、　ボランティアを区内に広めるためのパートナーとして、ぜひボランティア登録をお願いします。ぜひボランティア登録をお願いします。
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　　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た方が受入施サポーター登録をした方が受入施

設で、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、個々の個々の

施設に応じたお手伝い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、その活動時間その活動時間

に応じて評価ポイント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。ポポ

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

応じた交付金応じた交付金（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。　　

 

この活動は、この活動は、ご本人のご本人の

生きがい活動や介護予防生きがい活動や介護予防

のみならず、のみならず、地域をより地域をより

活性化することにもつな活性化することにもつな

がっています。がっています。

　ボランティアセンターは毎月１５日に発行している　ボランティアセンターは毎月１５日に発行している「センターだより」「センターだより」の発送作業をお手伝いの発送作業をお手伝い

してくれる方を募集しています。してくれる方を募集しています。２時間程度の簡単な作業です。２時間程度の簡単な作業です。

　毎月の発送作業はいつも５～６人の方にお手伝いしていただいています。　毎月の発送作業はいつも５～６人の方にお手伝いしていただいています。毎回かかさずに参加毎回かかさずに参加

してくださっている方が多く、してくださっている方が多く、ボランティアセンターにとってとてもありがたく思っています。ボランティアセンターにとってとてもありがたく思っています。

　センターだよりは施設や駅にも置かれています。　センターだよりは施設や駅にも置かれています。発送作業だけではなく、発送作業だけではなく、作業が終わった後に作業が終わった後に

施設や駅にセンターだよりを置きに行ってくださる方もいます。施設や駅にセンターだよりを置きに行ってくださる方もいます。

　このように、　このように、ボランティアセンターの事業は多くのボランティアの方々に支えられて行っていボランティアセンターの事業は多くのボランティアの方々に支えられて行ってい

ます。ます。簡単な作業なので、簡単な作業なので、ボランティア活動に不安を感じている方やこれからボランティアをしボランティア活動に不安を感じている方やこれからボランティアをし

たいという方におすすめです。たいという方におすすめです。

他

次回の説明会次回の説明会・・研修会は５月を研修会は５月を

予定しています。予定しています。

◎１月末現在　サポーター登録者数◎１月末現在　サポーター登録者数

　　　　　　　男性　　　　　　　男性：：２９名　　　女性２９名　　　女性：：１０３名１０３名

　　　　　　　合計　　　　　　　合計：：１３２名　１３２名　

　　

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

その他その他：：男女、男女、問いません。問いません。

　　　　多くの方に参加していただきたいです。　　　　多くの方に参加していただきたいです。

＜デイサービスあゆみ　書道ボランティア＞＜デイサービスあゆみ　書道ボランティア＞
内容内容：：利用者さんに書道を教える。利用者さんに書道を教える。

　　　利用者さんが書いたものにコメン　　　利用者さんが書いたものにコメン

　　　トをつける。　　　トをつける。

日時日時：：４月から活動開始。４月から活動開始。

　　　月２回　木曜日　午後２時～３時　　　　月２回　木曜日　午後２時～３時　

場所場所：：デイサービスあゆみデイサービスあゆみ

　　　　　　((東新小岩８－８－１１東新小岩８－８－１１))

募集人数募集人数：：１名１名

その他その他：：謝礼あり。謝礼あり。

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：デイサービスあゆみデイサービスあゆみ

　　TELTEL：：５６７２－２６７８５６７２－２６７８

  FAX  FAX：：５６７０－６９５７５６７０－６９５７

　（担当　（担当：：戸倉戸倉【とくら】）【とくら】）までご連絡ください。までご連絡ください。

　　

高

 ボランティア募集ボランティア募集

内容内容：：センターだよりの帳合、センターだよりの帳合、登録団体や登録団体や

　　　福祉施設へ送る封筒詰めなど　　　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　

　　　※１０日が土日の場合は、　　　※１０日が土日の場合は、１０日前１０日前

　　　　後に行います。　　　　後に行います。

　　　３月の発送作業日は３月１０日　　　３月の発送作業日は３月１０日（木）（木）

　　　です。　　　です。

　　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分野に分けて表示します。その他の４分野に分けて表示します。

　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

連絡先連絡先：：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：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１

　　　　　（担当　　　　　（担当：：加藤加藤【かとう】）　【かとう】）　

＜＜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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ボランティア募集ボランティア募集 
　　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分野に分けて表示します。その他の４分野に分けて表示します。

　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

＜有料老人ホームまどか立石　レクリエーション活動ボランティア＞＜有料老人ホームまどか立石　レクリエーション活動ボランティア＞

内容内容：：習字、習字、介護予防介護予防（健康体操）、（健康体操）、演芸、演芸、紙芝居、紙芝居、

　　　オカリナ、　　　オカリナ、ヴァイオリンなどを披露する。ヴァイオリンなどを披露する。

日時日時：：日曜日日曜日（月１回）（月１回）の午後の午後

場所場所：：有料老人ホームまどか立石有料老人ホームまどか立石

　　　　　　((立石３－９－８立石３－９－８))

その他その他：：男女、男女、個人個人・・団体問いません。団体問いません。

　　　　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：：有料老人ホームまどか立石有料老人ホームまどか立石

　　TELTEL：：５６７２－２５８１５６７２－２５８１

　　FAXFAX：：５６７２－２５８２５６７２－２５８２

　（担当　（担当：：岡沢岡沢【おかざわ】）【おかざわ】）までご連絡ください。までご連絡ください。

＜片麻痺のある方の外出時の付き添い　ボランティア＞＜片麻痺のある方の外出時の付き添い　ボランティア＞
内容内容：：６１歳男性で左片麻痺があります。６１歳男性で左片麻痺があります。

　　（堀切２丁目在住）。　　（堀切２丁目在住）。一人で出歩くのは難一人で出歩くのは難

　　しいため、　　しいため、外出時の付き添いをお願いします。外出時の付き添いをお願いします。

日時日時：：暖かいとき。暖かいとき。週１～２回。週１～２回。

　　　午前もしくは午後の２時間程度。　　　午前もしくは午後の２時間程度。

活動場所活動場所：：自宅周辺自宅周辺

必要人数必要人数：：１日、１日、１名１名

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（担当（担当：：米津米津【よねづ】）【よねづ】）

　　TELTEL：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１

＜デイサービスすこやか　喫茶店のマスターボランティア＞＜デイサービスすこやか　喫茶店のマスターボランティア＞
喫茶店のマスターをやってみませんか？利用者さんが食後にコーヒー喫茶店のマスターをやってみませんか？利用者さんが食後にコーヒー・・紅茶を飲みながら、紅茶を飲みながら、

楽しくゆっくりと会話する空間です。楽しくゆっくりと会話する空間です。

内容内容：：お茶だしと利用者さんのお話相手お茶だしと利用者さんのお話相手

日時日時：：月曜日～土曜日　月曜日～土曜日　

　　　午後１２時１５分～午後２時　　　午後１２時１５分～午後２時

場所場所：：デイサービスすこやか　デイサービスすこやか　((青戸３－１３－１９青戸３－１３－１９))

その他その他：：男女は問いません。男女は問いません。

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：デイサービスすこやかデイサービスすこやか

　　TELTEL：：５６５０－３８２６５６５０－３８２６

  FAX  FAX：：５６５０－３８２７５６５０－３８２７

　（担当　（担当：：江川江川【えがわ】）【えがわ】）までご連絡ください。までご連絡ください。　　

内容内容：：利用者さんのお話相手利用者さんのお話相手

日時日時：：週２～３回　２～３時間程度　週２～３回　２～３時間程度　

場所場所：：適合高齢者専用賃貸住宅アビタシオン金町Ⅱ　適合高齢者専用賃貸住宅アビタシオン金町Ⅱ　

　　　入居されている方の居室　　　　入居されている方の居室　((金町５－２４－１８金町５－２４－１８))

募集人数募集人数：：１名１名

その他その他：：公共交通機関を利用した場合、公共交通機関を利用した場合、

　　　　交通費のみ支給　　　　交通費のみ支給

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：アビタシオン金町Ⅱアビタシオン金町Ⅱ

　　TELTEL：：５８７６－１８８８５８７６－１８８８

  FAX  FAX：：５８７６－１８８１５８７６－１８８１

　（担当　（担当：：八木）八木）【やぎ】【やぎ】までご連絡ください。までご連絡ください。　　

高

高

＜アビタシオン金町Ⅱ　お話相手ボランティア＞＜アビタシオン金町Ⅱ　お話相手ボランティア＞

 

高

パソコン指導ボランティアします！パソコン指導ボランティアします！

  ２月に個人ボランティア登録をした　高砂在住２月に個人ボランティア登録をした　高砂在住：：大澤さん　からの一言★大澤さん　からの一言★

＜曜日＜曜日・・時間＞平日時間＞平日（月～金）（月～金）

　　　　　　　午前９時～１１時か午後２時～４時　　　　　　　午前９時～１１時か午後２時～４時

※その他、※その他、詳しいことは、詳しいことは、ご相談に応じます。ご相談に応じます。

＜対象＞＜対象＞

・・マンツーマンによる指導を希望さマンツーマンによる指導を希望さ

　れている方　れている方

・・お身体が不自由な方お身体が不自由な方

・・お持ちのパソコンのメンテナンスお持ちのパソコンのメンテナンス

　やパワーアップを希望されている方　やパワーアップを希望されている方

 

パソコン教室に通いたい！と思っている高齢者、パソコン教室に通いたい！と思っている高齢者、障がい者の方のために、障がい者の方のために、お手伝いをします。お手伝いをします。

＜問合せ先＞かつしかボランティアセンター　　＜問合せ先＞かつしかボランティアセンター　　

　　　　　　　　TELTEL：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１（担当（担当：：米津米津  よねづ）　よねづ）　
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ブイブイ

 １月に新規登録したボランティアグループの紹介１月に新規登録したボランティアグループの紹介

　　葛飾区内のしられざる、葛飾区内のしられざる、歴史、歴史、文化、文化、風土の良さを広く案内するために設立されました。風土の良さを広く案内するために設立されました。

１年間で３～４回、１年間で３～４回、区内を案内しています。区内を案内しています。2222年度は四つ木や堀切菖蒲園、年度は四つ木や堀切菖蒲園、亀有などを案内、亀有などを案内、

訪問しました。訪問しました。

葛飾のまち歩きを創る会葛飾のまち歩きを創る会

◆シニアが案内するまち歩きツアー　葛飾南西部◆◆シニアが案内するまち歩きツアー　葛飾南西部◆

　　日時日時：：２月２５日２月２５日（金）　（金）　

　　　　午後１２時３０分～午後４時３０分　　　　午後１２時３０分～午後４時３０分

　　費用費用：：５００円５００円

申込み先申込み先：：葛飾区高齢者支援課葛飾区高齢者支援課

問合せ先問合せ先：：はなしょうぶコールはなしょうぶコール

　　　　　　　　　　TELTEL：：６７５８－２２２２６７５８－２２２２

　　11月月2424日日（月）（月）交流と親睦を兼ねたＶネットの交流と親睦を兼ねたＶネットの

『新年初顔あわせ会』『新年初顔あわせ会』が午後が午後66時半からウェルピア時半からウェルピア

かつしかボランティア活動室で開催されました。かつしかボランティア活動室で開催されました。会会

場には場には1717団体団体3232名と個人ボランティア名と個人ボランティア11名、名、そしそし

てボランティアセンター職員てボランティアセンター職員55名、名、計計3838名が参加名が参加

しました。しました。

　「サークルせせらぎ」　「サークルせせらぎ」さんさん88名の調理と名の調理と「趣味の「趣味の

会」会」「わかばかつしか」「わかばかつしか」「アムネかつしか」「アムネかつしか」の有志の有志

飛躍のウサギ年にしたい飛躍のウサギ年にしたい3838名が参加名が参加

が協力が協力・・準備していただいた準備していただいた“おでん”“おでん”がふるまわがふるまわ

れました。れました。また、また、昨年末に新規加入された昨年末に新規加入された『『TeamTeam

Fortis! Fortis! 風舞菖蒲』風舞菖蒲』さんがきらびやかな衣装に身をさんがきらびやかな衣装に身を

包み、包み、鳴子をならしながら鳴子をならしながら“よさこいソーラン”“よさこいソーラン”なな

どの演舞を披露しました。どの演舞を披露しました。個人ボランティアの中井個人ボランティアの中井

さんがお座敷小唄の替え歌というさんがお座敷小唄の替え歌という『ボケなーい小『ボケなーい小

唄』、唄』、相撲甚句の相撲甚句の『かつしかＶネット』『かつしかＶネット』を披露しましを披露しまし

た。た。

＜Ｖネットの＜Ｖネットの「新年初顔あわせ会」「新年初顔あわせ会」でのでの

演舞演舞：：２曲披露してくれました。２曲披露してくれました。＞＞

 

  

 

 母親として、母親として、子供たちのためにできる活動を続けたいという子供たちのためにできる活動を続けたいという

思いから設立された団体です。思いから設立された団体です。

「Team Fortis！ 風舞菖蒲（かざまいしょうぶ）」はよ

さこいソーランの普及をしながら、社会貢献、青少年の育

成、地域の活性化の役に立ちたいため設立されました。

 主に、福祉施設や地域のお祭り、イベントなどへの訪問

演舞を行っています。 
 今回のＶネットの「新年初顔あわせ会」だけではなく、

昨年１２月５日に行われた第２２回ボランティアまつり

でも披露してくれました。 
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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

   

　両方の写真とも富士山と東京　両方の写真とも富士山と東京

スカイツリーが写っています。スカイツリーが写っています。

  今回は鈴木さんが撮った写真今回は鈴木さんが撮った写真

２点を紹介します。２点を紹介します。

　鈴木さんはボランティアセン　鈴木さんはボランティアセン

ターの事業の１つであるハンターの事業の１つであるハン

ディキャブディキャブ（リフト付ワゴン車）（リフト付ワゴン車）

運行での運転ボランティアをし運行での運転ボランティアをし

てくださっています。てくださっています。

助成対象活動助成対象活動：：「子どもを守る」「子どもを守る」をテーマに子どもたちの健やかな育ちを応援する活動をテーマに子どもたちの健やかな育ちを応援する活動

助成対象団体助成対象団体：：非営利活動団体や活動実績が２年以上である団体等非営利活動団体や活動実績が２年以上である団体等

助成金額助成金額：：助成総額は２，助成総額は２，５００万円５００万円（上限）（上限）を予定。を予定。１団体あたりの助成額は５０万円を標準と　１団体あたりの助成額は５０万円を標準と　

　　　　　し、　　　　　し、 高２００万円までの申請を可能とします。高２００万円までの申請を可能とします。

自己負担金自己負担金：：本助成事業の申請で実施する施策に対する必要総経費の２０％程度を各団体で負担。本助成事業の申請で実施する施策に対する必要総経費の２０％程度を各団体で負担。

応募受付期間応募受付期間：：平成平成2323年年年年22月月11日日（火）（火）～～33月月3131日日（木）（木）（必着）（必着）

申請書送付先申請書送付先・・問合せ先問合せ先：：ＮＰＯ法人モバイルＮＰＯ法人モバイル・・コミュニケーションコミュニケーション・・ファンドファンド（ＭＣＦ）（ＭＣＦ）事務局事務局

　　　　　　　　　　　　　〒　　　　　　　　　　　　　〒100-6150100-6150　東京都千代田区永田町　東京都千代田区永田町2-11-12-11-1　山王パークタワー　山王パークタワー29F29F

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TELTEL：：03-3509-765103-3509-7651　　FAXFAX：：03-3509-765503-3509-7655　　E-mailE-mail：：info@mcfund.or.jpinfo@mcfund.or.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  申請書はホームページからもダウンロードできます。申請書はホームページからもダウンロードできます。

 

 

 


