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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３月１９日、今後の開所日は３月１９日、４月２日４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２３年２月末現在）（平成２３年２月末現在）

　個人登録　個人登録 ：： ９０名９０名

　団体登録　団体登録 ：： ２，２， ７８３名７８３名

　　                              　（８６団体）　（８６団体）

　　　　合計　　　２，　　　　合計　　　２， ８７３名８７３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

 

 

　　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、施設や団体等施設や団体等

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、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して登録個人ボランティアや団体を紹介して

います。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、ボランティア登録をお願いします。ボランティア登録をお願いします。

※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センターで取り扱ってい

る東京都社会福祉協議会のる東京都社会福祉協議会の「ボランティア活動保険」「ボランティア活動保険」にに

は限りません。は限りません。それぞれの活動にふさわしい保険にご加それぞれの活動にふさわしい保険にご加

入ください。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東京都社会福祉協議

会が扱っている会が扱っている「ボランティア活動保険」「ボランティア活動保険」のＢプランののＢプランの

場合、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社協が１００

円を負担します。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、団団

体で加入される方は人数分の保険料と加入名簿体で加入される方は人数分の保険料と加入名簿（３部）（３部）をを

お持ちください。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、ボボ

ランティア保険への加入をおすすめしています。ランティア保険への加入をおすすめしています。ボランボラン

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、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。

①月に１回発行のセンターだよりを希望に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。よりお手元に届けます。センターだよりセンターだより

　　  はＨＰでも見ることができます。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。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・・育成助育成助

    成金」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。その他にその他に

    も条件がありますので、も条件がありますので、２ページをご覧２ページをご覧

　ください。　ください。

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

    利用には、利用には、区の利用団体登録が必要で区の利用団体登録が必要で

　す。）　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、ロッロッ

　カーの利用ができます。　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。紙は各紙は各

    自ご用意ください。自ご用意ください。
 

 

　　３頁３頁

　介護支援サポーター他　介護支援サポーター他

　　４頁４頁

　ボラ募集　ボラ募集

　　５頁５頁

　Ｖネット　Ｖネット・・助成金助成金

　　２頁２頁

ＶＧ助成金他ＶＧ助成金他
　　６頁６頁

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

◆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

◆申込方法　◆申込方法　

　往復ハガキでお申込ください。　往復ハガキでお申込ください。入門入門

　コース　コース・・中級コース中級コース・・上級コースは上級コースは

　３月２８日必着。　３月２８日必着。初級コースは４月初級コースは４月

　２５日必着。　２５日必着。

　※入門コースのみ区民大学の単位認　※入門コースのみ区民大学の単位認

　　定講座です。　　定講座です。

◆申込◆申込・・問合せ　問合せ　

　　福祉サービス課　福祉サービス係福祉サービス課　福祉サービス係

　　T E LT E L ：：５６９８－３２１６５６９８－３２１６

 

入門コース 初級コース 中級コース 上級コース

昼クラス

10時
　　～正午

火曜
（全2回）
4/12、19

火曜
（全30回）

5/17～

金曜
（全33回）

4/22～

木曜
（全30回）

4/28～
選考試験 4/6

夜クラス

19時
～21時

木曜
（全2回）
4/14、21

木曜
（全30回）

5/12～

火曜
（全33回）

4/19～

水曜
（全30回）

4/20～
選考試験 4/8

定員 各50名 各40名 各40名 各20名

教材費 無料 3,000円程度

 手話講習会受講者募集手話講習会受講者募集

◆申請条件◆申請条件（以下のすべての条件を満たしていること）（以下のすべての条件を満たしていること）

　①区内で活動しているメンバーが５名以上いるグ　①区内で活動しているメンバーが５名以上いるグ

　　ループであること。　　ループであること。

　②ボランティアセンター事業への協力等をしてい　②ボランティアセンター事業への協力等をしてい

　　ただけること。　　ただけること。

　③かつしかボランティアセンターに、　③かつしかボランティアセンターに、平成２３年平成２３年

　　４月末現在でグループ登録済みであること。　　４月末現在でグループ登録済みであること。　　

　④グループに登録している会員のうち、　④グループに登録している会員のうち、３分の２３分の２

　　以上が区内在住であること。　　以上が区内在住であること。

◆対象事業◆対象事業

　①学習会や研修活動　　　　②器具　①学習会や研修活動　　　　②器具・・機材の整備　機材の整備　

　③モデル的活動　　　　　　④ニュース発行　③モデル的活動　　　　　　④ニュース発行

　⑤ボランティア活動の育成　⑤ボランティア活動の育成・・推進に必要なもの　　推進に必要なもの　　

　⑥その他　⑥その他

　　区内ボランティアグループの活動を支援するため、区内ボランティアグループの活動を支援するため、助成金を交付します。助成金を交付します。

◆助成金額◆助成金額（上限）（上限）　７万円　７万円

　※この他、　※この他、消耗品、消耗品、会場使用料などの通常経会場使用料などの通常経

　　費に対する少額助成　　費に対する少額助成（年額５千円）（年額５千円）もありもあり

　　ます。　　ます。

　※予算の範囲内での助成となります。　※予算の範囲内での助成となります。

◆申請期間　◆申請期間　

　　平成２３年５月２３日平成２３年５月２３日（月）（月）～３１日～３１日（火）（火）

◆申請方法◆申請方法　直接お持ちください。　直接お持ちください。

　※申請資料は、　※申請資料は、平成２３年５月９日平成２３年５月９日（月）（月）かか

　　ら、　　ら、ボランティアセンター窓口で配布ボランティアセンター窓口で配布（ホー（ホー

　　ムページからもダウンロード可）。　　ムページからもダウンロード可）。詳細につ詳細につ

　　いては、　　いては、資料をご覧になるか、資料をご覧になるか、ボランティボランティ

　　アセンターまでお問い合わせください。　　アセンターまでお問い合わせください。

　平成２２年度ボランティア登録をしている個人の方または　平成２２年度ボランティア登録をしている個人の方または

団体はボランティア登録更新をお願いいたします。団体はボランティア登録更新をお願いいたします。

　２月号センターだよりに登録用紙を同封しました。　２月号センターだよりに登録用紙を同封しました。また、また、

ボランティアセンターホームページからもダウンロードできボランティアセンターホームページからもダウンロードでき

ます。ます。

　継続して登録する方はできるだけ　継続して登録する方はできるだけ３月３１日まで３月３１日までに手続きに手続き

していただくようお願いします。していただくようお願いします。ボランティア登録用紙をごボランティア登録用紙をご

記入の上、記入の上、ボランティアセンター窓口までお越しください。ボランティアセンター窓口までお越しください。
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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、余暇活動の支援など、余暇活動の支援など、個々の施個々の施

設に応じたお手伝い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＝１００（１時間＝１００

ポイント）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評価ポイント数に応じた交付ご本人の申出により評価ポイント数に応じた交付

金金（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。　　

 

 ボランティアセンターよりお知らせボランティアセンターよりお知らせ

　　ボランティアセンターでは、ボランティアセンターでは、福祉教育として、福祉教育として、主に小主に小・・中学生を対象に、中学生を対象に、ボランティア活動を身近に感じ、ボランティア活動を身近に感じ、

理解を深めるため小理解を深めるため小・・中学校に福祉関係者やボランティアを講師として派遣し、中学校に福祉関係者やボランティアを講師として派遣し、講座を実施しています。講座を実施しています。

　また、　また、ボランティア活動を積極的に実施している学校をボランティア活動を積極的に実施している学校を「ボランティア協力校」「ボランティア協力校」に指定し、に指定し、ボランティアボランティア

活動費の助成を行っています。活動費の助成を行っています。

　今回はボランティア協力校の児童　今回はボランティア協力校の児童・・生徒が行ったボランティア活動紹介などのパネルを展示します。生徒が行ったボランティア活動紹介などのパネルを展示します。

区役所に寄った際はぜひご覧ください！区役所に寄った際はぜひご覧ください！

３月２８日～３１日まで区役所２階の区民ホールで福祉教育のパネル展示を行います！３月２８日～３１日まで区役所２階の区民ホールで福祉教育のパネル展示を行います！

◎当日の様子から◎当日の様子から

　　同じ施設で活動をされている方を見つけ話しかけている方、　　同じ施設で活動をされている方を見つけ話しかけている方、『お『お

　友だちができたわ。』　友だちができたわ。』と意気投合しているご様子の方々がいらっと意気投合しているご様子の方々がいらっ

　しゃいました。　しゃいました。

 サポーター活動をしたい方へサポーター活動をしたい方へ

  
　　２月１８日２月１８日（金）（金）午後２時からボランティア活動室午後２時からボランティア活動室（ウェルピアか（ウェルピアか

つしか内）つしか内）にて、にて、《介護支援サポーターの集い》《介護支援サポーターの集い》を開催しました。を開催しました。

　当日は２５名のサポーターの方が参加されました。　当日は２５名のサポーターの方が参加されました。

　「施設での話し相手」　「施設での話し相手」の活動をされているの活動をされている

方から、方から、話題づくりが難しいとの意見があ話題づくりが難しいとの意見があ

がると、がると、皆さん共感していました。皆さん共感していました。これにこれに

関して、関して、お一人の方から、お一人の方から、話題選びについ話題選びについ

てのポイントが挙がると、てのポイントが挙がると、他の方はうなず他の方はうなず

きながら聴いていました。きながら聴いていました。

介護支援サポーターの集い　開催報告介護支援サポーターの集い　開催報告

日時日時：：平成２３年５月２４日平成２３年５月２４日（火）（火）

午後１時３０分～４時　午後１時３０分～４時　

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

内容内容：：①制度の概要説明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②サポーター活動における心がまえ等

            ③登録手続き③登録手続き

持ち物持ち物：：介護保険証介護保険証

２３年度　第１回　説明会２３年度　第１回　説明会・・基礎研修会基礎研修会

申込み申込み：：ＴＥＬＴＥＬ：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１

　　　　ＦＡＸ　　　　ＦＡＸ：：５６９８－２５１２５６９８－２５１２

※開催日の前日までに、※開催日の前日までに、お申込ください。お申込ください。ＦＡＸの方ＦＡＸの方

　は、　は、『介護支援サポーター説明会５／２４『介護支援サポーター説明会５／２４（火）』（火）』

　名前、　名前、住所、住所、連絡先、連絡先、年齢をお書きください。年齢をお書きください。

◎参加者アンケートから◎参加者アンケートから

　○　○「話し相手」「話し相手」として活動をしている方がとして活動をしている方が

　　同じ悩みを共有していることがわかった。　　同じ悩みを共有していることがわかった。

　○自分が分かっているつもりでも皆さんのお　○自分が分かっているつもりでも皆さんのお

　　話を聞いて改めて考える事がありました。　　話を聞いて改めて考える事がありました。

　○ボランティアへの意識や考え方が変わっ　○ボランティアへの意識や考え方が変わっ

　　た他、　　た他、自分自身の生きがい自分自身の生きがい（元気の源）（元気の源）

　　になっている。　　になっている。

　○介護支援サポーター制度は励みになります。　○介護支援サポーター制度は励みになります。
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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

＜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＞

＜パソコンボランティア＞＜パソコンボランティア＞

＜中川園　お花見会ボランティア＞＜中川園　お花見会ボランティア＞

内容内容：：お花見会の付き添い。お花見会の付き添い。車いす押し等車いす押し等

日時日時：：３月２８日、３月２８日、２９日、２９日、３１日３１日

　　　午前１０時～正午　　　午前１０時～正午

活動場所活動場所：：水元公園水元公園

募集人員募集人員：：男女問いません。男女問いません。１～３名１～３名

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：特別養護老人ホーム中川園特別養護老人ホーム中川園

　　TEL:TEL:３６０７－４０６０　３６０７－４０６０　FAX:FAX:３６０７－８０８１３６０７－８０８１

　３月２６日　３月２６日（土）（土）までに、までに、

　山本　山本【やまもと】【やまもと】までご連絡ください。までご連絡ください。

内容内容：：ワード、ワード、エクセル、エクセル、筆まめ、筆まめ、デジカメの編集などデジカメの編集など

日時日時：：毎週月曜日　午前中毎週月曜日　午前中

活動場所活動場所：：たつみ憩い交流館たつみ憩い交流館（西新小岩２－１－４）（西新小岩２－１－４）

募集人員募集人員：：２名２名

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　三趣会三趣会（代表（代表：：石原石原【いしはら】）【いしはら】）

　　TEL:TEL:０７０－６６５２－０６８５０７０－６６５２－０６８５ 他

高

サークルメンバーにパソコンを教えてくれる方を募集しています。サークルメンバーにパソコンを教えてくれる方を募集しています。

その他その他：：実費経費の支給あり。実費経費の支給あり。

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：：５６７２－２６７８　５６７２－２６７８　FAXFAX：：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。　　

＜デイサービス＜デイサービス  ドゥドゥ・・スパジオ　ボランティア＞スパジオ　ボランティア＞
内容内容：：①利用者さんと楽しくコミュニケー①利用者さんと楽しくコミュニケー

              ションをとる。ションをとる。

　　　②マージャン、　　　②マージャン、将棋の相手将棋の相手

　　　③カラオケ、　　　③カラオケ、お話の相手お話の相手

日時日時：：月曜日～日曜日　午後１時～４時月曜日～日曜日　午後１時～４時（応相談）（応相談）

場所場所：：ドゥドゥ･･スパジオスパジオ((東新小岩４－１８－２０東新小岩４－１８－２０))　　

募集人員募集人員：：男女問いません。男女問いません。

その他その他：：実費経費の支給あり実費経費の支給あり（応相談）。（応相談）。

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：ドゥドゥ･･ スパジオスパジオ

　　TELTEL：：５６７１－５３３８　５６７１－５３３８　

　　FAXFAX：：５６７１－５３３９５６７１－５３３９

　担当　担当：：近藤近藤【こんどう】【こんどう】までご連絡ください。までご連絡ください。　　

高

内容内容：：習字、習字、健康体操、健康体操、ヴァイオリンなどの披露。ヴァイオリンなどの披露。

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))

募集人員募集人員：：１名１名

＜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。

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))

＜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＞
内容内容：：施設内の喫茶コーナーでの利用者さん施設内の喫茶コーナーでの利用者さん

　　　へのお茶だしとお話相手　　　へのお茶だしとお話相手

日時日時：：月曜日～土曜日月曜日～土曜日（応相談）　（応相談）　

　　　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：：５６５０－３８２６　５６５０－３８２６　

　　FAXFAX：：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。　　

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。

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：：５６７２－２５８１　５６７２－２５８１　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。　　

＜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＞
内容内容：：入居されている方のお話相手入居されている方のお話相手

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適合高齢者専用賃貸住宅

　　　アビタシオン金町Ⅱ　　　アビタシオン金町Ⅱ((金町５－２４－１８金町５－２４－１８))

募集人員募集人員：：１名１名

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：：５８７６－１８８８　５８７６－１８８８　FAXFAX：：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

高

高
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ブイブイ

  今年度もＶネット加入団体および個人ボランティアの皆様のご協力により様々な活動を行ってきました。今年度もＶネット加入団体および個人ボランティアの皆様のご協力により様々な活動を行ってきました。

　昨年　昨年44月の第月の第66回総会で承認された事業計画に基づき、回総会で承認された事業計画に基づき、99月には登録団体や個人の方々に活動の年間予月には登録団体や個人の方々に活動の年間予

定などに関するアンケートを実施し、定などに関するアンケートを実施し、Ｖネット初のＶネット初の「交流会」「交流会」も開催しました。も開催しました。

  また、また、ネットワークの強化と活動を目指し、ネットワークの強化と活動を目指し、アンケートの回答をもとにして、アンケートの回答をもとにして、イベントの報告や取材にイベントの報告や取材に

よるよる『ＶＮＮ』『ＶＮＮ』（Ｖネットニュース）（Ｖネットニュース）の発行を開始し、の発行を開始し、ボランティアセンターの協力をいただき、ボランティアセンターの協力をいただき、『セン『セン

ターだより』ターだより』に同封させていただきました。に同封させていただきました。

　そして、　そして、“第２２回かつしかボランティアまつり”“第２２回かつしかボランティアまつり”には共催団体として活動し、には共催団体として活動し、開催準備のための実行開催準備のための実行

委員会などに多数の皆様の参加を得ました。委員会などに多数の皆様の参加を得ました。本年１月には恒例の本年１月には恒例の“新年初顔あわせ会”“新年初顔あわせ会”を催し、を催し、交流交流・・親親

睦を深めました。睦を深めました。

　発足以来、　発足以来、様々な問題を抱えながら活動を継続していますが、様々な問題を抱えながら活動を継続していますが、今後のＶネットのあり方を含めた話し今後のＶネットのあり方を含めた話し

合いや任期２年の役員改選を行う第７回総会を下記の通り開催します。合いや任期２年の役員改選を行う第７回総会を下記の通り開催します。

　詳しくは次号の　詳しくは次号の「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」にて、にて、また加入団体の代表者また加入団体の代表者・・個人ボランティアの個人ボランティアの

方々には往復葉書にてお知らせします。方々には往復葉書にてお知らせします。

日時　４月２５日日時　４月２５日（月）　午後６時３０分から８時（月）　午後６時３０分から８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）

 

◆助成目的◆助成目的

　　「新しい公共」　　「新しい公共」の担い手であるの担い手であるNPONPO等を育等を育

　成し、　成し、その活動を後押しすることにより、その活動を後押しすることにより、支支

　え合いと活気のある地域コミュニティアの　え合いと活気のある地域コミュニティアの

　再生をサポートし、　再生をサポートし、高齢者高齢者・・障害者が自立障害者が自立

　した生活を送れるよう、　した生活を送れるよう、また、また、子どもたち子どもたち

　が健やかに安心して成長できるよう必要な　が健やかに安心して成長できるよう必要な

　支援等を行うことを目的とします。　支援等を行うことを目的とします。

◆助成対象者◆助成対象者

　　NPONPO、、社会福祉法人、社会福祉法人、その他社会福祉の振興その他社会福祉の振興

　に寄与する事業を行う法人若しくは団体、　　に寄与する事業を行う法人若しくは団体、　

　など　など

◆助成対象事業◆助成対象事業

①① 福祉活動福祉活動・・社会参加促進活動支援事業社会参加促進活動支援事業

②② 地域連携活動支援事業地域連携活動支援事業

③③ 全国的全国的・・広域的ネットワーク活動支援広域的ネットワーク活動支援

事業事業

◆助成限度額◆助成限度額

①① 福祉活動福祉活動・・社会参加促進活動支援事業　社会参加促進活動支援事業　

福祉活動支援事業　上限福祉活動支援事業　上限300300万円万円

社会参加促進活動支援事業　上限設定なし社会参加促進活動支援事業　上限設定なし

②② 地域連携活動支援事業　上限地域連携活動支援事業　上限700700万円万円

③③ 全国的全国的・・広域的ネットワーク活動支援事業　広域的ネットワーク活動支援事業　

　　　上限設定なし　　　上限設定なし

◆助成事業実施期間　◆助成事業実施期間　

　助成決定通知日以後から平成　助成決定通知日以後から平成2424年年33月月3131日まで日まで

◆応募期間　◆応募期間　

    平成平成2323年年22月月1515日日（火）（火）～～44月月1515日日（金）（金）（必着）（必着）

◆問い合わせ先◆問い合わせ先・・助成金要望書提出先助成金要望書提出先

　東京都港区虎ノ門　東京都港区虎ノ門4-3-134-3-13

　神谷町セントラルプレイス　神谷町セントラルプレイス99階階

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

    　　TELTEL：：０３－３４３８－９９４５　　　０３－３４３８－９９４５　　　

　　　　FAXFAX：：０３－３４３８－０２１８０３－３４３８－０２１８

　　ホームページ　　ホームページ：：　　http://hp.wam.go.jp/http://hp.wam.go.jp/　　
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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

   

ウェルピアかつしかよりお知らせウェルピアかつしかよりお知らせ

 

 

　　写真を撮るのが好きなボランティアさんが上野動物園に行か写真を撮るのが好きなボランティアさんが上野動物園に行か

れたときに撮影したそうです。れたときに撮影したそうです。

　このトラは　このトラは「スマトラトラ」「スマトラトラ」という種類です。という種類です。

　スマトラトラはインドネシアのスマトラ島に生息していま　スマトラトラはインドネシアのスマトラ島に生息していま

す。す。トラの亜種の一つで、トラの亜種の一つで、現在生存しているトラの中ではもっ現在生存しているトラの中ではもっ

とも小型です。とも小型です。しまは肩から後ろがしまは肩から後ろが22本ずつの束になってい本ずつの束になってい

て、て、模様がはっきりしているのが特徴です。模様がはっきりしているのが特徴です。

　肉食性で、　肉食性で、シカやイノシシなどをとらえて食べます。シカやイノシシなどをとらえて食べます。上野動上野動

物園では、物園では、馬肉、馬肉、鶏頭、鶏頭、ウサギなどをあたえているそうです。ウサギなどをあたえているそうです。

　住みかの森林が開発されたり、　住みかの森林が開発されたり、毛皮をとるために人間に乱獲毛皮をとるために人間に乱獲

されたりして数がたいへん少なくなったため、されたりして数がたいへん少なくなったため、国際的に保護さ国際的に保護さ

れています。れています。

　受動喫煙を防ぐため、　受動喫煙を防ぐため、４月１日からウェルピアかつしかは全面禁煙に４月１日からウェルピアかつしかは全面禁煙に

なります。なります。喫煙所がなくなり、喫煙所がなくなり、敷地内は禁煙です。敷地内は禁煙です。

　皆様のご理解　皆様のご理解・・ご協力よろしくお願いいたします。ご協力よろしくお願いいたします。

 

配布協力先が増えました。配布協力先が増えました。新しい協力先は新しい協力先は『野谷治療院』『野谷治療院』です！です！


