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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４月１６日、今後の開所日は４月１６日、５月７日５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２３年３月末現在）（平成２３年３月末現在）

　個人登録　個人登録 ：： ９０名９０名

　団体登録　団体登録 ：： ２２ ,, ７８３名７８３名

　　                              　（８６団体）　（８６団体）

　　　　合計　　　２　　　　合計　　　２ ,,８７３名８７３名

　　

　　

　　

お
知
ら
せ

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

 

 

 

東北地方太平洋沖地震に関するボランティア活動関連の情報東北地方太平洋沖地震に関するボランティア活動関連の情報　　

　被災地でのボランティア活動は、　被災地でのボランティア活動は、現地のライフラインの整備や食料などの生活物資の供給が不十分であ現地のライフラインの整備や食料などの生活物資の供給が不十分であ

り、り、食糧や宿泊地など、食糧や宿泊地など、被災地に負担をかけることなく活動できる条件を整えてから活動に向かう必要が被災地に負担をかけることなく活動できる条件を整えてから活動に向かう必要が

あります。あります。県外からのボランティア募集を始めた被災地もありますが、県外からのボランティア募集を始めた被災地もありますが、活動に向かう際には必ず現地の活動に向かう際には必ず現地の

「災害ボランティアセンター」「災害ボランティアセンター」と連絡を取り合ってから準備を整えてください。と連絡を取り合ってから準備を整えてください。

＜災害ボランティアセンターの設置状況についてはこちらでご覧ください＞＜災害ボランティアセンターの設置状況についてはこちらでご覧ください＞

　　全国社会福祉協議会　全国ボランティア　　全国社会福祉協議会　全国ボランティア・・市民活動振興センター　市民活動振興センター　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                    ◇ホームページ◇ホームページ：：http://blog.goo.ne.jp/vc00000http://blog.goo.ne.jp/vc00000

　その他、　その他、現地でのボランティア活動を希望する方は、現地でのボランティア活動を希望する方は、東京ボランティア東京ボランティア・・市民活動センターで市民活動センターで「東北地「東北地

方太平洋沖地震被災地支援都民ボランティア」方太平洋沖地震被災地支援都民ボランティア」の募集を始めましたので、の募集を始めましたので、くわしくはこちらをご覧くださくわしくはこちらをご覧くださ

い。い。（第１期は既に締め切られました）（第１期は既に締め切られました）

　　　　東京ボランティア東京ボランティア・・市民活動センター　　◇ホームページ市民活動センター　　◇ホームページ：：http://www.tvac.or.jp/http://www.tvac.or.jp/

――  気持ちを送る前に気持ちを送る前に  ――

　なお、　なお、救援物資を送る際には、救援物資を送る際には、必ず現地と連絡を取ってから送るようにしてください。必ず現地と連絡を取ってから送るようにしてください。何か少しでも足何か少しでも足

しになればという心使いはとても大切なことですが、しになればという心使いはとても大切なことですが、それで逆に困らせてしまう場合がありますので、それで逆に困らせてしまう場合がありますので、慎慎

重に判断して行動することが大切です。重に判断して行動することが大切です。

　災害が起きると全国から様々な支援物資が送られてきますが、　災害が起きると全国から様々な支援物資が送られてきますが、物資が原因の新たな災害が引き起こされ物資が原因の新たな災害が引き起こされ

る危険性もあります。る危険性もあります。

　中越地震では物資が届き過ぎることで、　中越地震では物資が届き過ぎることで、被災者が毎日徹夜で仕分け作業を行わなければならなくなった被災者が毎日徹夜で仕分け作業を行わなければならなくなった

り、り、日が経って腐ってしまった生ものを処分しなければならない事態に日が経って腐ってしまった生ものを処分しなければならない事態に

なりました。なりました。  こういうときこそ、こういうときこそ、正確な情報に基づいた慎重な正確な情報に基づいた慎重な

行動が必要です。行動が必要です。

　　２ページ２ページ

　事業紹介　事業紹介・・VGVG助成助成

　　３ページ３ページ

　介護支援　介護支援ｻﾎﾟｰﾀｰｻﾎﾟｰﾀｰ　他　他

　　４ページ４ページ

　ボラ募集　ボラ募集

　　５ページ５ページ

　Ｖネット　Ｖネット・・助成金助成金

　　６ページ６ページ

　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～

◆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。

 

相談会相談会：：５月１０日５月１０日（火）　午後２時～４時（火）　午後２時～４時    ウェルピア１階ウェルピア１階（社協研修室）（社協研修室）

参加希望の方は、参加希望の方は、電話でお申し込みください。電話でお申し込みください。

ボランティアスクールボランティアスクール（新規事業）（新規事業）

各種ボランティア講座各種ボランティア講座

ボランティア出前講座ボランティア出前講座

災害ボランティア講座災害ボランティア講座(   (   入門編入門編･･養成編養成編))

はじめてのボランティア講座はじめてのボランティア講座

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」

生活支援ボランティア生活支援ボランティア

 

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

小学生ボランティア教室小学生ボランティア教室

ボランティアまつりボランティアまつり

センターだより発行センターだより発行

高齢者作品展高齢者作品展

介護支援サポーター介護支援サポーター

ハンディキャブ運行ハンディキャブ運行

４月末までにボランティアセンターに登録している必要が４月末までにボランティアセンターに登録している必要が

ありますのでご注意ください。ありますのでご注意ください。
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　　４月より、４月より、米津に代わりボランティアセ米津に代わりボランティアセ

ンターに戻ってまいりました、ンターに戻ってまいりました、山野辺理理山野辺理理

子子（やまのべりりこ）（やまのべりりこ）です。です。ボラセン経験ボラセン経験

者ではありますが、者ではありますが、以前にはなかった事業以前にはなかった事業

の担当になったりと、の担当になったりと、（歳重ねた？）（歳重ねた？）新人新人

のつもりで頑張りたいと思います。のつもりで頑張りたいと思います。よろしよろし

くお願いいたします。くお願いいたします。

　　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。　　

 

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

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

持ち物持ち物：：介護保険証介護保険証

申込み申込み：：ＴＥＬＴＥＬ：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１

　　　　　　　　  ＦＡＸＦＡＸ：：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）』、名名

　前、　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。

＜＜生活支援ボランティア生活支援ボランティア＞＞

内容内容：：おおよそ１時間ぐらいで終わる活動です。おおよそ１時間ぐらいで終わる活動です。

　　　家具の移動、　　　家具の移動、窓拭き、窓拭き、蛍光灯の交換。蛍光灯の交換。小規模な植木のせん定、小規模な植木のせん定、草むしりなど草むしりなど

　　　※専門的な技術を必要とする活動、　　　※専門的な技術を必要とする活動、危険を伴う活動や継続的な活動は活動の対象危険を伴う活動や継続的な活動は活動の対象

　　　　にはなりません！　　　　にはなりません！

連絡先連絡先・・問合せ先問合せ先：：ボランティアセンター　　加藤ボランティアセンター　　加藤【かとう】【かとう】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TELTEL：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１

　生活支援ボランティアは、　生活支援ボランティアは、高齢者や障がいのある方々が日常生活の中で、高齢者や障がいのある方々が日常生活の中で、『ちょっとした困りごと』『ちょっとした困りごと』

がある時に、がある時に、地域ボランティアの皆さんが、地域ボランティアの皆さんが、そのちょっとした困りごとをお手伝いをするものです。そのちょっとした困りごとをお手伝いをするものです。

　現在、　現在、約４２名のメンバーが地域で活動をしていますが、約４２名のメンバーが地域で活動をしていますが、まだまだメンバーが足りない状態です。まだまだメンバーが足りない状態です。

　興味がある方はお気軽にボランティアセンターまでご連絡ください。　興味がある方はお気軽にボランティアセンターまでご連絡ください。

みなさん！できることを！やれるときに！一緒にやってみませんか？みなさん！できることを！やれるときに！一緒にやってみませんか？

ご近所で小さなお手伝いできる方を募集しています！ご近所で小さなお手伝いできる方を募集しています！

 

　平成２２年度ボランティア登録をしている　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。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　２月号センターだよりに登録用紙を同封し

ました。ました。また、また、ボランティアセンターホーム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。ページからもダウンロードできます。

　継続して登録する方は至急手続きしていた　継続して登録する方は至急手続きしていた

だくようお願いします。だくようお願いします。ボランティア登録用ボランティア登録用

紙をご記入の上、紙をご記入の上、ボランティアセンター窓口ボランティアセンター窓口

までお越しください。までお越しください。

 

５年ぶりのただいま！です５年ぶりのただいま！です
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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

＜綾瀬ひまわり園　イベントボランティア＞＜綾瀬ひまわり園　イベントボランティア＞

内容内容：：会場設営、会場設営、利用者との活動、利用者との活動、模擬店の手伝い、模擬店の手伝い、

　　　警備など　　　警備など

日時日時：：６月１１日６月１１日（土）　午前９時～午後３時（土）　午前９時～午後３時

活動場所活動場所：：綾瀬ひまわり園綾瀬ひまわり園（足立区綾瀬７－２－７）（足立区綾瀬７－２－７）

募集人員募集人員：：人数制限ありません。人数制限ありません。男女問いません。男女問いません。

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：綾瀬ひまわり園綾瀬ひまわり園

　　TEL:TEL:３６２９－３２３１３６２９－３２３１

　　FAXFAX：：３６２９－３２４１３６２９－３２４１

　５月３１日　５月３１日（火）（火）までに、までに、

　担当　担当：：島貫島貫【しまぬき】【しまぬき】までご連絡ください。までご連絡ください。

「さんさんフラワーフェスティバル」「さんさんフラワーフェスティバル」を開催します。を開催します。

＜鎌倉福祉館　イベントボランティア＞＜鎌倉福祉館　イベントボランティア＞

内容内容：：物品販売の手伝い、物品販売の手伝い、利用者さんのお手伝い利用者さんのお手伝い

日時日時：：５月２９日５月２９日（日）　午前８時３０分～午後４時（日）　午前８時３０分～午後４時

活動場所活動場所：：鎌倉福祉館鎌倉福祉館（鎌倉３－７－１）（鎌倉３－７－１）

募集人員募集人員：：２０名２０名（定員になり次第締め切ります）（定員になり次第締め切ります）

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：鎌倉福祉館鎌倉福祉館

　　TEL:TEL:５６９３－２７２１５６９３－２７２１

　４月２８日　４月２８日（木）（木）までに、までに、

　担当　担当：：加藤加藤【かとう】【かとう】までご連絡ください。までご連絡ください。

「そよ風まつり」「そよ風まつり」を開催します。を開催します。

＜ハーフタイム　学習支援ボランティア＞＜ハーフタイム　学習支援ボランティア＞

内容内容：：小学生、小学生、中学生への学習支援中学生への学習支援

日時日時：：年間通じて、年間通じて、毎月２回毎月２回（日にちは応相談）（日にちは応相談）

活動場所活動場所：：金蓮院金蓮院（東金町３－２３－１３）（東金町３－２３－１３）

募集人員募集人員：：１０名程度。１０名程度。男女問いません。男女問いません。

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　葛飾区次世代育成支援団体ハーフタイム　　葛飾区次世代育成支援団体ハーフタイム　　　

　　TELTEL・・FAX:FAX:３６０９－８４８９　３６０９－８４８９　

　担当　担当：：高村高村【たかむら】　ご連絡ください。【たかむら】　ご連絡ください。

＜学生企画集団＜学生企画集団 NU T SN U T S　清掃ボランティア＞　清掃ボランティア＞

内容内容：：清掃活動清掃活動

日時日時：：５月１４日５月１４日（土）　午後３時～５時（土）　午後３時～５時

活動ルート活動ルート：：亀有駅～環七通り～亀有駅亀有駅～環七通り～亀有駅

募集人員募集人員：：１０名１０名

　　　　　（定員になり次第締め切ります）　　　　　（定員になり次第締め切ります）

持ち物持ち物：：軍手、軍手、飲み物飲み物

連絡先連絡先・・問合せ先問合せ先：：学生ボランティア企画集団学生ボランティア企画集団 N U T SN U T S

　　TEL:TEL:０９０－６７６３－８７６６０９０－６７６３－８７６６（代表（代表：：野口野口【のぐち】）【のぐち】）

　　MAILMAIL：： cleantokyo23@yahoo.co.jp cleantokyo23@yahoo.co.jp

参加方法参加方法：：

　件名に希望区、　件名に希望区、本文に代表者名、本文に代表者名、人数、人数、連絡先を記入の上、　連絡先を記入の上、　

　　cleantokyo23@yahoo.co.jpcleantokyo23@yahoo.co.jp にメールをお願いします。にメールをお願いします。

他

他

＜オックスファム＜オックスファム・・トレイルウォーカー　ボランティア＞トレイルウォーカー　ボランティア＞

内容内容：：参加者への飲食物の提供とその準備、参加者への飲食物の提供とその準備、誘導業務誘導業務

日時日時：：５月１３日５月１３日（金）（金）午前６時から午前６時から

　　　１５日　　　１５日（日）（日）正午正午（シフト交代制）（シフト交代制）

活動場所活動場所：：

　　スタートからゴールまでのコース上、スタートからゴールまでのコース上、及び８つの及び８つの

　チェックポイント　チェックポイント（（CPCP））のいずれかのいずれか

　スタート　スタート：：小田原市　小田原市　CP1CP1 ～～ CP4CP4 箱根町　箱根町　

　　CP5CP5・・66：：南足柄市　　南足柄市　　CP7CP7：：小山町　　　　　小山町　　　　　

　　CP(CP(：：明神峠明神峠                  ゴールゴール：：山中湖村　山中湖村　

募集人員募集人員：：７００名７００名

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　特定非営利法人オックスファム特定非営利法人オックスファム・・ジャパンジャパン

　　TELTEL：：３８３４－１９４０３８３４－１９４０

　　FAXFAX：：３８３４－１０２５３８３４－１０２５

申込方法申込方法：：

　　登録用紙を郵送またはファックス登録用紙を郵送またはファックス

　ホームページからも登録可能。　ホームページからも登録可能。

　　https://oxfam.jp/forms/volun_form.hemlhttps://oxfam.jp/forms/volun_form.heml

　４月末までにまでに、　４月末までにまでに、お申込ください。お申込ください。

他

皆で力を合わせて、皆で力を合わせて、住み慣れた街をキレイにしませんか？住み慣れた街をキレイにしませんか？

障

障
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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）

 

水元学び交流館水元学び交流館（一時避難所）（一時避難所）の支援作業へのの支援作業への

緊急要請に多数のご協力、緊急要請に多数のご協力、ありがとうございました。ありがとうございました。

第７回Ｖネット総会は４月２５日第７回Ｖネット総会は４月２５日（月）（月）に開かれます。に開かれます。

みずほ教育福祉財団　みずほ教育福祉財団　

◆第２８回◆第２８回（平成２３年度）（平成２３年度）「老後を豊かにするボランティア活動資金」「老後を豊かにするボランティア活動資金」◆◆

１．１．目的目的

高齢者が住み慣れた街で地域の住民とともに高齢者が住み慣れた街で地域の住民とともに

安心して生活ができるよう、安心して生活ができるよう、地域住民地域住民・・ボラボラ

ンティアによる高齢者のためのボランティアンティアによる高齢者のためのボランティア

活動を奨励するために助成するものです。活動を奨励するために助成するものです。

２．２．助成の対象となるグループ助成の対象となるグループ

地域社会で高齢者のための活動をすすめてい地域社会で高齢者のための活動をすすめてい

る幅広いボランティアグループで次の要件をる幅広いボランティアグループで次の要件を

満たすもの。満たすもの。

①ボランティア数１０人～５０人程度①ボランティア数１０人～５０人程度

②結成以来の活動実績２年以上②結成以来の活動実績２年以上

３．３．対象の活動対象の活動

①地域の活動で内容が先駆的かつ他の範とな①地域の活動で内容が先駆的かつ他の範とな

　るもの。　るもの。

②今日のニーズに対応した内容で継続性の高②今日のニーズに対応した内容で継続性の高

　いもの。　いもの。

③活動の方法に工夫がみられ、③活動の方法に工夫がみられ、他に普及した他に普及した

　いもの。　いもの。

４．４．対象活動の具体的な内容対象活動の具体的な内容

ボランティア活動に直接使用するボランティア活動に直接使用する用具用具・・機器機器

類の購入に限定いたします。類の購入に限定いたします。（除く材料費）（除く材料費）

５．５．対象外となるグループ対象外となるグループ

①本助成を過去３年以内に受けたことのあるグ①本助成を過去３年以内に受けたことのあるグ

　ループ。　ループ。

②老人クラブ②老人クラブ

③社団法人、③社団法人、社会福祉法人、社会福祉法人、特定非営利活動法特定非営利活動法

　人等の法人格を有する団体。　人等の法人格を有する団体。

６．６．助成金額助成金額

１グループにつき１０万円を限度とする。１グループにつき１０万円を限度とする。

７．７．応募方法および申込期限応募方法および申込期限

申請書を都道府県申請書を都道府県・・政令指定都市社会福祉協議会政令指定都市社会福祉協議会

または市区町村社会福祉協議会の推薦を得て、または市区町村社会福祉協議会の推薦を得て、平平

成２３年５月３１日成２３年５月３１日（火）（火）までに必着。までに必着。

〒〒100-0011100-0011　東京都千代田区内幸町１－１－５　東京都千代田区内幸町１－１－５

　みずほ銀行本店　（財）　みずほ銀行本店　（財）みずほ教育福祉財団みずほ教育福祉財団

８．８．問合せ先問合せ先

（財）（財）みずほ教育福祉財団　福祉事業部　みずほ教育福祉財団　福祉事業部　

TELTEL：：０３－３５９６－４５３２０３－３５９６－４５３２

FAXFAX：：０３－３５９６－４５３１０３－３５９６－４５３１

※ホームページ※ホームページ（（h t t p : / / w w w . m i z u h o -h t t p : / / w w w . m i z u h o -

ewf.or.jpewf.or.jp））により応募要領により応募要領・・申請書をダウン申請書をダウン

ロードできます。ロードできます。

　　33月月1111日に発生しました大震災により、日に発生しました大震災により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、

被災された地域の皆さま、被災された地域の皆さま、その家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。その家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。

　　33月月1818日より大地震の被害を受けた方の一時避難所として、日より大地震の被害を受けた方の一時避難所として、水元学び交流館が開所されました。水元学び交流館が開所されました。水元水元

学び交流館で行われた避難所支援ボランティアにかつしかⅤネットのメンバーが参加しました。学び交流館で行われた避難所支援ボランティアにかつしかⅤネットのメンバーが参加しました。

　　33月月2121日と日と2222日の夕方に社会福祉協議会より支援要請を受け、日の夕方に社会福祉協議会より支援要請を受け、かつしかⅤネット役員はボランティかつしかⅤネット役員はボランティ

アメンバーの皆様へ電話連絡を行い、アメンバーの皆様へ電話連絡を行い、避難所支援ボランティアメンバーを募りました。避難所支援ボランティアメンバーを募りました。「軍手「軍手・・タオルタオル・・

マスクマスク・・飲み物を持参すること」飲み物を持参すること」「水元学び交流館は駐車場がないので、「水元学び交流館は駐車場がないので、自転車自転車・・バスなどでの参加」バスなどでの参加」

「「2222日は雨の降る寒い天気」日は雨の降る寒い天気」などの悪条件の中、などの悪条件の中、「自分にできることがあれば」「自分にできることがあれば」との思いで多くのメンとの思いで多くのメン

バーが参加されました。バーが参加されました。

　様々な点でご協力いただきました皆様に感謝申し上げます。　様々な点でご協力いただきました皆様に感謝申し上げます。

第７回総会第７回総会

Ｖネットとは？Ｖネットとは？

ボランティア団体及び個人ボランティアのボランティア団体及び個人ボランティアの

相互交流と協力により、相互交流と協力により、ボランティア活動ボランティア活動

を推進しています。を推進しています。
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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）、野谷治療院野谷治療院

＊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

   

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点字版のボランティアセンターだよりをボランティアグループのボランティアセンターでは点字版のボランティアセンターだよりをボランティアグループの

皆様のご協力により作成しております。皆様のご協力により作成しております。

ご希望の方はボランティアセンターまでご連絡ください。ご希望の方はボランティアセンターまでご連絡ください。

 

 

　写真が趣味のボランティアさんが３月２５　写真が趣味のボランティアさんが３月２５

日に墨田区文花で撮影したものです。日に墨田区文花で撮影したものです。

　桜とスカイツリーが見事なツーショットで　桜とスカイツリーが見事なツーショットで

写っています。写っています。

　もう一枚は、　もう一枚は、スカイツリーに掲示されていスカイツリーに掲示されてい

る当日の高さです。る当日の高さです。ついに最高の高さに達しついに最高の高さに達し

ました。ました。


