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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５月２１日今後の開所日は５月２１日・・６月５日６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５月９日現在）（平成２３年５月９日現在）

　個人登録　個人登録 ：： １００名１００名

　団体登録　団体登録 ：： ６０団体６０団体

　　（団体）　　２　　（団体）　　２ ,, ２３３名２３３名

　　　　合計　　２　　　　合計　　２ ,, ３３３名３３３名

　　

　　

　　

お
知
ら
せ

＜前期＞＜前期＞

  
講座「かつしかボランティア学」

◆◆受講料　無受講料　無  料料

◆◆申し込み申し込み・・問い合わせ問い合わせ

　　〒　　〒124-0006124-0006　葛飾区堀切３－３４－１　　　　　　　　　葛飾区堀切３－３４－１　　　　　　　　

　　ウェルピアかつしか３階　　ウェルピアかつしか３階    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

　　電話　　電話：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１

 

 

◆◆時間　１４時～１６時時間　１４時～１６時

◆◆申込方法　　　申込方法　　　

　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　番号電話　番号

　を明記し、　を明記し、返信面にはご自身のあて名を記入。返信面にはご自身のあて名を記入。　「かつし　「かつし

　かボランティア学受講希望」　かボランティア学受講希望」と明記のうえ、と明記のうえ、下記住所のか下記住所のか

　つしかボランティアセンターまでお申し込みください。　つしかボランティアセンターまでお申し込みください。

　６月１０日　６月１０日（金）（金）必着。必着。（申し込み多数の場合は抽選）（申し込み多数の場合は抽選）

◆◆対象対象・・定員　　区内在住定員　　区内在住・・在勤在勤・・在学の方　５０名在学の方　５０名

　　

葛飾は本当に葛飾は本当に「無縁社会」「無縁社会」なのか？なのか？

昨年から昨年からNHKNHKスペシャルで話題となったスペシャルで話題となった「無縁社会」「無縁社会」

その後も家族の問題や地域の絆について、その後も家族の問題や地域の絆について、様々な報道がされています。様々な報道がされています。

では、では、私たちの暮らすこの葛飾はいったいどうなのか私たちの暮らすこの葛飾はいったいどうなのか

地域の福祉課題地域の福祉課題（孤独死（孤独死・・虐待虐待・・災害など）災害など）にボランティアとしてにボランティアとして

どう関わっていくのかを、どう関わっていくのかを、皆さんで考えていく講座です。皆さんで考えていく講座です。

 

回 日　程 内　　　　　　　容 講　　　師 会　場

1 ６月２２日(水) 「身近な福祉課題を知ろう」
羽石愛子 氏

  民生委員児童委員

２ ６月２９日(水) 「無縁社会を克服するには」
木原孝久 氏

　住民流福祉総合研究所

３ ７月６日(水)
「子どもや子育て世代を

         とりまく問題について」

坂入健二 氏

  子ども家庭支援センター職員

４ ７月１３日(水) 「災害弱者とは」 災害ボランティア

ウェルピア

かつしか１階

ボランティア

活動室

受講者募集受講者募集

 
全４回とも

出席できる

 

２ページ　ボラ講座２ページ　ボラ講座

　　グループ助成　　グループ助成

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

４ページ　４ページ　

ボラ募集　他ボラ募集　他

５ページ５ページ

ＶネットＶネット・・震災関連震災関連

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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◆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　５月２６日◆日時　５月２６日((木木) ) 午後６時～７時半　　午後６時～７時半　　

　　　　７月　９日　　　　７月　９日((土土) ) 午後１時半～３時午後１時半～３時

◆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＞

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受講者募集はじめてのボランティア受講者募集
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。

◆会場　社協研修室　　◆会場　社協研修室　　

◆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。

　　電話電話：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１

　　F A XF A X：：５６９８－２５１２５６９８－２５１２

＜両日とも同じ内容＞＜両日とも同じ内容＞

 
住所・氏名・年齢・

電話番号を明記し

てください。 

}}両方の申請は不可両方の申請は不可

 

 
少人数の団体にも 必要な助成額を！ 

少額ですが助成を実施 します！通常経費として 

平成２３年度平成２３年度  ボランティアグループボランティアグループ
助成金を実施します。助成金を実施します。

グループ活動の発展のために、グループ活動の発展のために、区民対象の講演会や研修会を行なったり、区民対象の講演会や研修会を行なったり、活動に必要な器具活動に必要な器具

を買う等を検討しているグループは、を買う等を検討しているグループは、ぜひ申請ください。ぜひ申請ください。

◆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５名以上メンバーがいるグループであること。①区内で活動している５名以上メンバーがいるグループであること。
②ボランティアセンター事業への協力等をしていただけること。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４月末現在でグループ登録済みであるこ平成２３年４月末現在でグループ登録済みであるこ
と。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２以上が区内在住であること。３分の２以上が区内在住であること。
◆対象事業◆対象事業
　　(1)(1)学習会や研修活動学習会や研修活動  (2)  (2)器具器具・・機材の整備機材の整備  (3)  (3)モデル的活動モデル的活動  (4)  (4)ニュース発行ニュース発行
  (5)  (5)グループの活動継続に関わる経費グループの活動継続に関わる経費（印刷用紙などの消耗品費、（印刷用紙などの消耗品費、器材運搬費などの通常器材運搬費などの通常
経費）経費）

◆助成金額◆助成金額
(1)(1)～～(4)(4)は上限７万円　は上限７万円　
(5)(5)活動継続に関わる経費は５千円　活動継続に関わる経費は５千円　
◆助成の決定◆助成の決定
　２３年度の助成金額は８０万円です。　２３年度の助成金額は８０万円です。活動継続に関わる経費助成は１０団体程度、活動継続に関わる経費助成は１０団体程度、その他その他
の事業助成団体は１２団体程度を予定しています。の事業助成団体は１２団体程度を予定しています。

　ただし、　ただし、申請団体が多く、申請団体が多く、助成金総額が予算額を超えた場合は、助成金総額が予算額を超えた場合は、申請した金額のとおり助申請した金額のとおり助
成できないこともありますので、成できないこともありますので、ご承知おき下さい。ご承知おき下さい。

◆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
　所定の申請用紙に記入し、　所定の申請用紙に記入し、直接窓口に持参。直接窓口に持参。
　※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）から、から、
　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（ホームページから（ホームページから
　のダウンロードも可）。　のダウンロードも可）。詳細については、詳細については、資料内の申請資料内の申請
要項をご覧ください。要項をご覧ください。

これからボランティア活動を始めようと考えている方、これからボランティア活動を始めようと考えている方、ボランティアってボランティアって

なんだろうと考えている方、なんだろうと考えている方、ぜひ、ぜひ、ご参加ください。ご参加ください。お待ちしています。お待ちしています。
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　区内にお住まいの満６５歳以上の方で制度にご協力くださる方に、　区内にお住まいの満６５歳以上の方で制度にご協力くださる方に、サポーター登録をしてサポーター登録をして

いただいています。いただいています。サポーターさんが、サポーターさんが、受入施設で掃除などの軽作業、受入施設で掃除などの軽作業、お話し相手、お話し相手、お茶出お茶出

し、し、イベントの支援、イベントの支援、園芸など、園芸など、それぞれの施設に応じたお手伝いを行うと、それぞれの施設に応じたお手伝いを行うと、そのお手伝いそのお手伝い

をした時間に応じてポイントをした時間に応じてポイント（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。「介護」「介護」という名でという名で

すが、すが、実際のお手伝いは、実際のお手伝いは、身体身体「介護」「介護」などではありません。などではありません。

受入施設は、受入施設は、老人ホーム、老人ホーム、デイサービスセンター、デイサービスセンター、グループホームなどの高齢者施設です。グループホームなどの高齢者施設です。

ポイントは年度ごとに集計され、ポイントは年度ごとに集計され、ご本人の申出によりポイント数に応じた交付金ご本人の申出によりポイント数に応じた交付金（１００ポ（１００ポ

イント＝１００円）イント＝１００円）を受け取ることができます！を受け取ることができます！

※※ 交付金は年間５交付金は年間５,,０００円が上限です。０００円が上限です。

◎◎ ２２年度末現在　サポーター登録者数　１３２名２２年度末現在　サポーター登録者数　１３２名

★介護支援サポーター★介護支援サポーター：：説明会説明会・・研修会のご案内★研修会のご案内★

日にち 時間 会場 持ち物

５/２４（火） 午後１時３０分～４時
ウェルピアかつしか１階
ボランティア活動室

介護保険証
筆記用具

６/１７（金） 〃 〃 〃

７/１６（土） 〃 〃 〃

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

申込み申込み：：TELTEL　５６９８－２５１１　５６９８－２５１１

　　　　　　　　FAXFAX　５６９８－２５１２　５６９８－２５１２

※開催日の前日までにお申込ください。※開催日の前日までにお申込ください。

※※FAXFAXの方は、の方は、『介護支援サポーター説明会』『介護支援サポーター説明会』○○//○○（参加したい日にち）、（参加したい日にち）、名前、名前、住所、住所、電話電話

番号、番号、年齢をお書きください。年齢をお書きください。

ご本人の生きがい活動や介護予防のみならず、ご本人の生きがい活動や介護予防のみならず、地域をより活性化することにもつ地域をより活性化することにもつ

ながっています！ながっています！
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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 == 学童クラブ学童クラブ・・保育園　他保育園　他 == その他その他

障

＜＜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。

　　　窓拭き、　　　窓拭き、電球の交換。電球の交換。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４０名のメンバーが地域で活動をしていますが、約４０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！

 

目的目的：：地域に根ざしたボランティア活動を奨励するために助成地域に根ざしたボランティア活動を奨励するために助成

　　　ＮＨＫで活動を紹介し、　　　ＮＨＫで活動を紹介し、地域福祉の意義の理解を促進するため地域福祉の意義の理解を促進するため

対象対象：：

　第　第 11 部門　部門　地域で活発な福祉活動をすすめ、地域で活発な福祉活動をすすめ、この支援金で、この支援金で、より活動の幅を広げたいというグ　　　より活動の幅を広げたいというグ　　　

　　　ループ　　　ループ

　第　第 22 部門部門　パソコンを利用して、　パソコンを利用して、すでに地域で活発な福祉活動に取り組み、すでに地域で活発な福祉活動に取り組み、台数を増やすことで、　台数を増やすことで、　

　　　　　より高齢者や障害のある人に役立ち、　　　　　より高齢者や障害のある人に役立ち、活動の充実を図れるグループ活動の充実を図れるグループ

助成金額助成金額：：第１部門は１グループにつき１００万円を限度、第１部門は１グループにつき１００万円を限度、申請内容を検討したうえ決定。申請内容を検討したうえ決定。　　　　　　　　　　

　　　　　（およそ１０グループ）　　　　　（およそ１０グループ）

　　　　第２部門はリサイクルノートパソコンを５０～１００台を贈呈。　　　　第２部門はリサイクルノートパソコンを５０～１００台を贈呈。（１グループにつき３台まで）（１グループにつき３台まで）

応募方法応募方法：：事業団に問い合わせのうえ、事業団に問い合わせのうえ、要項を取り寄せし、要項を取り寄せし、所定の申請書を事業団に郵送。所定の申請書を事業団に郵送。　　　　　　　　　　　　

　　　　５月３１日　　　　５月３１日（火）（火）必着。必着。（申請書はボランティアセンターの窓口にもあります。）（申請書はボランティアセンターの窓口にもあります。）

決定通知決定通知：：９月上旬に助成対象グループを決定し、９月上旬に助成対象グループを決定し、直接通知。直接通知。

問合せ問合せ・・応募先応募先：：社会福祉法人ＮＨＫ厚生文化事業団社会福祉法人ＮＨＫ厚生文化事業団「わかば基金」「わかば基金」係係

　　　　　　　　　　　　　　　　  〒〒150-0041150-0041　東京都渋谷区神南１－４－１　東京都渋谷区神南１－４－１   TEL    TEL ０３－３４７６－５９５５０３－３４７６－５９５５

第２３回　地域福祉を支援する第２３回　地域福祉を支援する「わかば基金」「わかば基金」

＜＜((ＮＮ))葛飾幼児グループ　保育補助ボランティア＞葛飾幼児グループ　保育補助ボランティア＞

日時日時：：火～土曜日火～土曜日9:309:30 ～～ 14:0014:00（時間は応相談）（時間は応相談）

活動場所活動場所：：青戸児童館内青戸児童館内（青戸３－１０－５）（青戸３－１０－５）

募集人員募集人員：：若干名若干名    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：：

　ＮＰＯ法人　葛飾幼児グループ　　ＮＰＯ法人　葛飾幼児グループ　　　

　電話　電話：：３６０４－９０２０　３６０４－９０２０　

　担当　担当：：金森金森【かなもり】【かなもり】までご連絡ください。までご連絡ください。

当所は発達につまづきのある乳幼児の療育を行っています。当所は発達につまづきのある乳幼児の療育を行っています。保育のお手伝いをしてくださる方を保育のお手伝いをしてくださる方を

募集しています。募集しています。

※公共交通機関を利用する方のみ交通費支給あり※公共交通機関を利用する方のみ交通費支給あり
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ブイブイ

　葛飾図書館友の会は、　葛飾図書館友の会は、区内図書館でのボランティ区内図書館でのボランティ

ア活動や学習会ア活動や学習会・・交流会などを通じて、交流会などを通じて、区民のため区民のため

の人づくり、の人づくり、まちづくりとしての図書館であり続けまちづくりとしての図書館であり続け

るように守り育てていくことで、るように守り育てていくことで、生涯学習の場とし生涯学習の場とし

て、て、ともに学ぶことを目的に平成２０年６月７日にともに学ぶことを目的に平成２０年６月７日に

発足しました。発足しました。今年で４年目の活動に入りました。今年で４年目の活動に入りました。

　友の会には現在、　友の会には現在、８つの委員会があり、８つの委員会があり、金町駅前金町駅前

にある中央図書館を中心に、にある中央図書館を中心に、講演会講演会・・学習会学習会・・読書読書

会会・・見学会や映画会などのイベント開催、見学会や映画会などのイベント開催、児童児童・・ＹＹ

Ａサービス応援活動、Ａサービス応援活動、季刊会報紙の発行や毎月の情季刊会報紙の発行や毎月の情

報の発信、報の発信、さらには他地域の図書館友の会との交流さらには他地域の図書館友の会との交流

や連携なども行っています。や連携なども行っています。また区内の図書館へもまた区内の図書館へも

ボランティアとして出掛けます。ボランティアとして出掛けます。奥戸地区図書館が奥戸地区図書館が

今年４月２日に新しく開館し、今年４月２日に新しく開館し、６月末には立石図６月末には立石図

葛飾図書館友の会のご紹介葛飾図書館友の会のご紹介

 

中央共同募金会より中央共同募金会より

　このたびの東日本大震災は、　このたびの東日本大震災は、被害が極めて甚大であり、被害が極めて甚大であり、支援活動は広域化、支援活動は広域化、長期化し、長期化し、

支援活動に要する費用も多額にのぼると考えられます。支援活動に要する費用も多額にのぼると考えられます。被災された方がたへの救援被災された方がたへの救援・・支支

援活動にはボランティアグループやＮＰＯが大きな役割を果たします。援活動にはボランティアグループやＮＰＯが大きな役割を果たします。こうした活動をこうした活動を

資金面で支援するため、資金面で支援するため、赤い羽根の中央共同募金会では、赤い羽根の中央共同募金会では、東日本大震災の被災地等で活東日本大震災の被災地等で活

動するボランティア団体動するボランティア団体・・ＮＰＯへの支援金としてＮＰＯへの支援金として「災害ボランティア「災害ボランティア・・ＮＰＯ活動サＮＰＯ活動サ

ポート募金」ポート募金」を創設しました。を創設しました。

　支援活動を行なうボランティアグループ　支援活動を行なうボランティアグループ・・ＮＰＯにとって、ＮＰＯにとって、活用しやすい助成を目指活用しやすい助成を目指

します。します。

赤い羽根赤い羽根「災害ボランティア「災害ボランティア・・ＮＰＯ活動サポート募金」ＮＰＯ活動サポート募金」

募集についてのお知らせ募集についてのお知らせ

詳細は、詳細は、中央共同募金会ホームページ中央共同募金会ホームページ http://www.akaihane.or.jp  http://www.akaihane.or.jp をご覧ください。をご覧ください。

《問合せ先》《問合せ先》

社会福祉法人社会福祉法人  中央共同募金会企画広報部中央共同募金会企画広報部（助成金担当）（助成金担当）

〒〒100-0013 100-0013 千代田区霞が関３－３－２千代田区霞が関３－３－２  新霞が関ビル５階新霞が関ビル５階

電　話電　話：：０３－３５８１－３８４６０３－３５８１－３８４６

ＦＡＸＦＡＸ：：０３－３５８１－５７５５０３－３５８１－５７５５

Ｅ－Ｅ－mailmail：：support@c.akaihane.or.jpsupport@c.akaihane.or.jp

書館がリニューアルオープンしますので、書館がリニューアルオープンしますので、友の会友の会

のカラーであるオレンジ色の統一エプロンを着用のカラーであるオレンジ色の統一エプロンを着用

しての活動範囲も増えていきます。しての活動範囲も増えていきます。

　当会は昨年度からボランティアセンターに団体　当会は昨年度からボランティアセンターに団体

登録し、登録し、講演会開催に関する助成金制度を利用さ講演会開催に関する助成金制度を利用さ

せて頂いたり、せて頂いたり、ボランティアまつりでも総務部門ボランティアまつりでも総務部門

に参加しました。に参加しました。今年度は新しくＶネットにも加今年度は新しくＶネットにも加

入しました。入しました。本を愛する人、本を愛する人、図書館が好きな人、図書館が好きな人、ボボ

ランティア活動をしてみたい人、ランティア活動をしてみたい人、入会は随時、入会は随時、大歓大歓

迎です。迎です。

    これからもどうぞよろしく、これからもどうぞよろしく、お願い致します。お願い致します。

①①

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。

４月２５日４月２５日(( 月）月）に第７回総会が開催されました。に第７回総会が開催されました。総会の模様は総会の模様は

『ＶＮＮ『ＶＮＮ（Ｖネットニュース）』（Ｖネットニュース）』第９号にてご報告いたします。第９号にてご報告いたします。
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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。

＊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）、髙木整骨院髙木整骨院((亀有亀有))

＊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、かか

わせみデイサービスセンター、わ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、東東

四つ木在宅サービスセンター、四つ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、すずうらホーすずうらホー

ム、ム、葛飾やすらぎの郷、葛飾やすらぎの郷、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、デイサーデイサー

ビスセンターすこやか、ビスセンターすこやか、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、デイサーデイサー

ビスセンター水元亀有在宅サービスセンター、ビスセンター水元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東新小岩在宅サービスセ

ンター、ンター、いきいきふれあいサロンいきいきふれあいサロン

＊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、しあわせの家、しあわせの家、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、

　　　夢のある家、　　　夢のある家、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、第第 22 あすなろの家あすなろの家

＊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

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。どうぞどうぞ

ご利用ください！ご利用ください！

 

　写真が趣味のボラン　写真が趣味のボラン

ティアさんが４月２７日ティアさんが４月２７日

にお花茶屋公園で撮影しにお花茶屋公園で撮影し

たものです。たものです。

　藤の花がきれいに咲い　藤の花がきれいに咲い

ています。ています。

　　

 
みんなのコーナーに載せる写真や文章を大募集しています！！ 

内容は自宅の庭に咲いている草花や趣味で作った作品、日常の風景などを撮った写真、自作の詩や

短歌、ボランティアの感想などなどなんでもかまいません。 

 みんなのコーナーに載せたいものがある方はボランティアセンターまで連絡をお願いします！ 

 

新たな配布協力先新たな配布協力先

　髙木整骨院　髙木整骨院

　　ありがとうございます。ありがとうございます。


