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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６月１８日今後の開所日は６月１８日・・７月２日７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５月末日）（平成２３年５月末日）

　個人登録　個人登録 ：： １０７名１０７名

　団体登録　団体登録 ：： ７０団体７０団体

　　（団体）　　２　　（団体）　　２ ,, ３３８名３３８名

　　　　合計　　２　　　　合計　　２ ,, ４４５名４４５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

ボランティアスクール受講者募集！ボランティアスクール受講者募集！

　　ボランティアは全く初めての方、ボランティアは全く初めての方、 あるいは何回か経験のある方、あるいは何回か経験のある方、 どんな方でも参加どんな方でも参加OKOKです。です。 まず、まず、 「福祉「福祉

やボランティア」やボランティア」 について学んだあと、について学んだあと、 実際の福祉施設などで体験活動をして、実際の福祉施設などで体験活動をして、 その後ワークショップなどでその後ワークショップなどで

振りかえりを行います。振りかえりを行います。 ボランティアって一度やってみたいな～と思っていたあなた！ボランティアって一度やってみたいな～と思っていたあなた！

将来は福祉の仕事をしようかな～と思っているあなた！ぜひご参加ください。将来は福祉の仕事をしようかな～と思っているあなた！ぜひご参加ください。

◆対象◆対象・・定員　中学生定員　中学生・・高校生、高校生、第１期第１期・・２期とも各２５名ずつ。２期とも各２５名ずつ。

◆参加費　　　１，◆参加費　　　１，０００円０００円（資料代等）（資料代等）

◆申込方法　　◆申込方法　　FAXFAXまたはハガキで、またはハガキで、「ボランティアスクール」「ボランティアスクール」・・氏名氏名・・住所住所・・電話番号電話番号・・年齢年齢・・学校名学校名・・ボラボラ

ンティア経験の有無ンティア経験の有無・・体験活動の希望分野体験活動の希望分野（保育園、（保育園、高齢者施設高齢者施設・・障がい者施設障がい者施設・・障がい児施設のうち第２障がい児施設のうち第２

希望までを選択）希望までを選択）を記入し、を記入し、６月２４日６月２４日（金）（金）（必着）（必着）までに申込みください。までに申込みください。

 

このあと、このあと、1010月には赤い羽根共同募金活動、月には赤い羽根共同募金活動、1212月にはボランティアまつりへの参加、月にはボランティアまつりへの参加、冬休みの冬休みの

ボランティア活動などについての学習も予定しています。ボランティア活動などについての学習も予定しています。

期 開催日時 内　　　　　　容 会　　　場

７月９日（土） オリエンテーション ウェルピアかつしか

午後３時～午後５時 １階

７月２８日（木） 基礎学習 ウェルピアかつしか

午前９時４０分～午後４時１０分 福祉、ボランティアについて １階

７月２９日（金）～８月２日（火） 体験学習（３日間）

高齢者、障がい（児）者施設、

保育園ほかで実践活動

８月３日（水） まとめ ウェルピアかつしか

午後１時～午後５時 体験発表、ワークショップなど １階

８月５日（金） 基礎学習 ウェルピアかつしか

午前９時４０分～午後４時１０分 福祉、ボランティアについて １階

８月８日（月）～１０日（水） 体験学習（３日間）

高齢者、障がい（児）者施設、

保育園ほかで実践活動

８月１１日（木） まとめ ウェルピアかつしか

午後１時～午後５時 体験発表、ワークショップなど １階

第
2
期

各　施　設
午前９時４０分～午後４時１０分

1･2期
共通

第
1
期

各　施　設
午前９時～午後５時

 

２ページ２ページ

ボラ講座ボラ講座
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ボラ募集ボラ募集
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震災関連震災関連
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＜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

◆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　７月９日◆日時　７月９日((土土))　　午後１時３０分～３時午後１時３０分～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・・在学の方在学の方

　　　　＜高校生以上＞　　　　＜高校生以上＞

◆会場　ウェルピアかつしか１階社協研修室◆会場　ウェルピアかつしか１階社協研修室

　　　　　　　　　　　　

◆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、F A XF A X でお申込でお申込

ください。ください。

　　T E LT E L ：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１

　　F A XF A X ：：５６９８－２５１２５６９８－２５１２

 
住所・氏名・年齢・

電話番号を明記し

てください。 

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。

家族で一緒に、家族で一緒に、貴重な体験を！！貴重な体験を！！

◆内容　環境ボランティア体験◆内容　環境ボランティア体験

　　　　　　　　(( 環境保全のために、環境保全のために、ブルーギルブルーギル

                  を釣るボランティア活動です。を釣るボランティア活動です。))　　

◆講師◆講師  (N)  (N)水元ネイチャープロジェクト水元ネイチャープロジェクト

◆対象　区内在住◆対象　区内在住・・在学の小学生と保護者在学の小学生と保護者

◆日時　７月２日◆日時　７月２日(( 土土))
　　　　午前９時３０分～正午　　　　午前９時３０分～正午

◆会場　水元公園内　旧水産試験場跡地　◆会場　水元公園内　旧水産試験場跡地　

◆参加費　無料◆参加費　無料

◆定員　２０組◆定員　２０組(( 申込多数の場合は抽選申込多数の場合は抽選))
◆申込方法　◆申込方法　

　はがきに　はがきに「小学生ボランティア教室」「小学生ボランティア教室」と明記と明記

    し、し、保護者を含め参加者全員の氏名保護者を含め参加者全員の氏名・・住所住所・・電電

    話番号話番号・・年令をご記入の上、年令をご記入の上、６月２７日６月２７日((月月))
  (  (必着必着))までにお申し込みください。までにお申し込みください。

 
 

 

    音訳ボランティア養成講座音訳ボランティア養成講座（入門）（入門）
    視覚に障がいをお持ちの方のために、視覚に障がいをお持ちの方のために、書籍や文書を音声訳し、書籍や文書を音声訳し、提供する技術やボラン提供する技術やボラン

ティア活動について学ぶ講座です。ティア活動について学ぶ講座です。

◆対◆対    象象：：区内在住で修了後、区内在住で修了後、音訳ボランティアとして活動できる方音訳ボランティアとして活動できる方

◆日◆日    時時：：８月１８日～１０月２７日８月１８日～１０月２７日（毎週木曜）（毎週木曜）全１１回　午後１時３０分～３時３０分全１１回　午後１時３０分～３時３０分

◆会◆会    場場：：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

◆受講料◆受講料：：１１,,０００円０００円

◆定◆定    員員：：２０名２０名((申込多数の場合は抽選申込多数の場合は抽選))

◆申込方法◆申込方法

　往復はがきに　往復はがきに「音訳ボランティア講座」「音訳ボランティア講座」と明記の上、と明記の上、住所住所・・氏名氏名((フリガナフリガナ))・・年令年令・・電話番号を電話番号を

ご記入ください。ご記入ください。

◆締切り◆締切り：：７月２９日７月２９日((金金))必着必着

講座参加者募集のご案内講座参加者募集のご案内
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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ています。その他の４分野に分けて表示しています。

　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

＜就労支援センター＜就労支援センターFantasia(Fantasia(ファンタジアファンタジア))　ボランティア＞　ボランティア＞

内容内容：：障がい者作業所での見守り障がい者作業所での見守り・・作業手伝い作業手伝い

日時日時：：月～金　午前９時～午後５時月～金　午前９時～午後５時（曜日（曜日・・時間自由）時間自由）

活動場所活動場所：：就労支援センター就労支援センターFantasiaFantasia（細田（細田5-16-115-16-11））

募集人員募集人員：：２名。２名。男女問いません。男女問いません。

＜きね川福祉作業所　ボランティア＞＜きね川福祉作業所　ボランティア＞
内容内容：：作業補助、作業補助、レクリエーションサポートレクリエーションサポート((毎木曜毎木曜))

日時日時：：月～金　午前９時～午後３時３０分月～金　午前９時～午後３時３０分

活動場所活動場所：：きね川福祉作業所きね川福祉作業所（東四つ木（東四つ木 3-8-103-8-10））

募集人員募集人員：：５名５名

＜水元そよかぜ園　サマーフェスタボランティア＞＜水元そよかぜ園　サマーフェスタボランティア＞

内容内容：：夏祭り会場でのボランティア夏祭り会場でのボランティア

日時日時：：８月１３日８月１３日（土）　午後３時３０分～９時（土）　午後３時３０分～９時

活動場所活動場所：：水元そよかぜ園水元そよかぜ園（水元（水元 5-16-115-16-11））

募集人員募集人員：：高校生以上８０名。高校生以上８０名。男女問いません。男女問いません。

＜すずうらホーム　納涼祭ボランティア＞＜すずうらホーム　納涼祭ボランティア＞
日時日時：：８月２８日８月２８日（日）（日）（７月５日募集締切り）（７月５日募集締切り）

活動場所活動場所：：すずうらホームすずうらホーム（西新小岩（西新小岩 3-37-273-37-27））

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。

障

障

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TEL:TEL:５６７０－１６６６　５６７０－１６６６　

　担当　担当：：大浦大浦・・三井三井【おおうら【おおうら・・みい】みい】

高

＜ココチケア住宅　手芸サークル講師ボランティア＞＜ココチケア住宅　手芸サークル講師ボランティア＞
内容内容：：高齢者住宅内での手芸講師として指導高齢者住宅内での手芸講師として指導・・助言助言

活動日活動日：：月２～３回程度月２～３回程度

活動場所活動場所：：ココチケア住宅ココチケア住宅（東新小岩（東新小岩 2-25-12-25-1 とと 8-8-118-8-11））

募集人員募集人員：：女性１～２名女性１～２名

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TEL:TEL:０１２０－５４－１１３００１２０－５４－１１３０

　　FAX:FAX:５６７２－３１３０５６７２－３１３０

　担当　担当：：石井石井【いしい】【いしい】

高

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TEL:TEL:５６６８－４８６８５６６８－４８６８

　　FAX:FAX:５６６８－４８６６５６６８－４８６６

　担当　担当：：関口関口【せきぐち】【せきぐち】

障
連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TEL:TEL:３６０７－５６５６３６０７－５６５６

　　FAX:FAX:５６９９－１６６６５６９９－１６６６

　担当　担当：：村澤村澤【むらさわ】【むらさわ】

＜デイサービス茶々　レクリエーション＜デイサービス茶々　レクリエーション・・季節行事ボランティア＞季節行事ボランティア＞

内容内容：：手芸、手芸、楽器演奏、楽器演奏、園芸、園芸、将棋、将棋、囲碁など囲碁など

日時日時：：月～土　正午～３時月～土　正午～３時（週１回）（週１回）

活動場所活動場所：：デイサービス茶々デイサービス茶々（西亀有（西亀有 1-2-131-2-13））

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TEL:TEL:５６８０－８２７２５６８０－８２７２

　　FAX:FAX:５６８０－８２７３５６８０－８２７３

    担当担当：：吉田吉田【よしだ】【よしだ】

高

＜いろりの里　将棋などのボランティア＞＜いろりの里　将棋などのボランティア＞
内容内容：：デイサービスでの将棋デイサービスでの将棋((水曜水曜))、、将棋将棋･･オセロオセロ･･花札花札･･囲碁囲碁((木曜木曜))

日時日時：：水水・・木　午後１時以降１～２時間木　午後１時以降１～２時間（隔週でも可）（隔週でも可）

活動場所活動場所：：いろりの里いろりの里（白鳥（白鳥 3-6-123-6-12））

募集人員募集人員：：男性１名男性１名

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TEL:TEL:６６６２－９６８７６６６２－９６８７

　　FAX:FAX:６６６２－９６５３６６６２－９６５３

　担当　担当：：皆川皆川【みながわ】【みながわ】

高

＜かがやけ共同作業所　イベントボランティア＞＜かがやけ共同作業所　イベントボランティア＞
内容内容：：「かがやけまつり」「かがやけまつり」でのボランティアでのボランティア

日時日時：：７月３日７月３日（日）　午前１０時～午後５時（日）　午前１０時～午後５時

活動場所活動場所：：かがやけ共同作業所かがやけ共同作業所（細田（細田 3-5-33-5-3））

募集人員募集人員：：５０名５０名（６月２７日募集締切り）（６月２７日募集締切り）

障連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TEL:TEL:５６６８－１１４６５６６８－１１４６

　　FAX:FAX:５６６８－１１４７５６６８－１１４７

　担当　担当：：古谷古谷【ふるや】【ふるや】

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TEL:TEL:３６９４－１５７７３６９４－１５７７

　　FAX:FAX:５６９８－１７５７５６９８－１７５７

　担当　担当：：桐ヶ谷桐ヶ谷・・澤口澤口【きりがや【きりがや・・さわぐち】さわぐち】



  -4--4-（全（全 66 ページ）　　　　ページ）　　　　  　　　　  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　　　　H23.6.15H23.6.15　第　第249249 号号

　　

（報告者（報告者：：ボランティアセンター　主事　加藤奈津子）ボランティアセンター　主事　加藤奈津子）

<<ボランティアさんの受付が始ボランティアさんの受付が始

まる前の光景です。まる前の光景です。朝から多く朝から多く

のボランティアさんが並んでいのボランティアさんが並んでい

ました。ました。>>

<<希望したボランティア活動の募集人数が集ま希望したボランティア活動の募集人数が集ま

るのを待っているところです。るのを待っているところです。人数が集まり次人数が集まり次

第、第、名前が呼ばれ、名前が呼ばれ、活動の説明が行われます。活動の説明が行われます。>>

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、災害復興に駆けつけるボランティアの受け入れや住民災害復興に駆けつけるボランティアの受け入れや住民

の要望の収集の要望の収集・・調整などをし、調整などをし、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。

  

　相馬市の中心地では、　相馬市の中心地では、目に見える被害状況は少目に見える被害状況は少

なかったです。なかったです。塀が落ちていたり、塀が落ちていたり、地盤沈下してい地盤沈下してい

るところはありました。るところはありました。スーパーやコンビニ等はスーパーやコンビニ等は

営業を再開しており、営業を再開しており、相馬市の中心地にいると、相馬市の中心地にいると、震震

災の被害が、災の被害が、ひどいとはあまり思えないように見ひどいとはあまり思えないように見

えます。えます。

　災害ボランティアセンターのお手伝いの他にも　災害ボランティアセンターのお手伝いの他にも

１日だけボランティア活動に参加することができ１日だけボランティア活動に参加することができ

ました。ました。

　活動内容は、　活動内容は、泥かきです。泥かきです。床をはがし、床をはがし、泥をかき泥をかき

だす作業はとても体力がいる作業でした。だす作業はとても体力がいる作業でした。私には私には

床をはがすのが困難で、床をはがすのが困難で、泥かきやかきだした泥を泥かきやかきだした泥を

移動する等他の作業をすることにしました。移動する等他の作業をすることにしました。

　災害ボランティアセンターの業務に関わり、　災害ボランティアセンターの業務に関わり、たた

くさんのことを学ぶことができました。くさんのことを学ぶことができました。また、また、考え考え

させられることばかりでした。させられることばかりでした。

　葛飾区が被災した場合、　葛飾区が被災した場合、相馬市と全て同じ体制相馬市と全て同じ体制

や運営を行うことはできません。や運営を行うことはできません。ですが、ですが、相馬市災相馬市災

害ボランティアセンターの運営を参考にして、害ボランティアセンターの運営を参考にして、かか

つしか災害ボランティアセンターにとってベストつしか災害ボランティアセンターにとってベスト

な体制を整えたいと思います。な体制を整えたいと思います。

　私　私・・加藤は４月２６日～５月１日までの６日間、加藤は４月２６日～５月１日までの６日間、

福島県相馬市災害ボランティアセンターのスタッフ福島県相馬市災害ボランティアセンターのスタッフ

として、として、センター運営に関わってきました。センター運営に関わってきました。

　その内容としては、　その内容としては、ボランティア活動の調整やブボランティア活動の調整やブ

ログログ・・報告書の作成等でした。報告書の作成等でした。他にも、他にも、初めてボラ初めてボラ

ンティア活動をする方のデータ入力や電話対応などンティア活動をする方のデータ入力や電話対応など

も行いました。も行いました。

　相馬市は地震発生時、　相馬市は地震発生時、津波が押し寄せ、津波が押し寄せ、家屋や車家屋や車

等、等、多くの物が流されました。多くの物が流されました。

　相馬市の被害状況は、　相馬市の被害状況は、死者死者431431人、人、行方不明者行方不明者2828

人、人、住宅被害全壊住宅被害全壊11201120棟、棟、半壊半壊392392棟となっていま棟となっていま

すす（（66月月77日現在）。日現在）。

　相馬市に着いてすぐに被害状況を見ることができ　相馬市に着いてすぐに被害状況を見ることができ

ました。ました。

　最初は、　最初は、田畑などに物が津波で押し寄せられてい田畑などに物が津波で押し寄せられてい

たり、たり、舟が道路脇に打ち上げられていたりしていま舟が道路脇に打ち上げられていたりしていま

した。した。大きい船が、大きい船が、打ち上げられている光景に津波打ち上げられている光景に津波

の威力を実感することができました。の威力を実感することができました。

　海に近づくにつれ、　海に近づくにつれ、家屋の被害がひどくなってい家屋の被害がひどくなってい

ました。ました。海が目の前の地域は、海が目の前の地域は、土台を残して家が多土台を残して家が多

く流されており、く流されており、街が跡形もなくなっていました。街が跡形もなくなっていました。
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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、余余

暇活動の支援など、暇活動の支援など、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その活動時間に応じて評

価ポイント価ポイント（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ご本人の申出により

評価ポイント数に応じた交付金評価ポイント数に応じた交付金（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。　　

《説明会《説明会・・研修会》研修会》

◆内容　①制度の概要説明、◆内容　①制度の概要説明、②活動にあたっての心構え、②活動にあたっての心構え、③登録手続き③登録手続き

◆定員　４０名◆定員　４０名（先着順）（先着順）

◆会場　ウェルピアかつしか１階ボランティア活動室◆会場　ウェルピアかつしか１階ボランティア活動室

◆日時　６月１７日◆日時　６月１７日((金金))・・７月１６日７月１６日((土土) ) いずれも午後１時３０分～４時いずれも午後１時３０分～４時

◆申込方法　前日までに電話またはＦＡＸ◆申込方法　前日までに電話またはＦＡＸ((氏名氏名・・住所住所・・電話番号電話番号・・年齢を明記の上年齢を明記の上))で申し込みください。で申し込みください。

※当日は介護保険証をお持ちください。※当日は介護保険証をお持ちください。

ブイブイ
 ②②

もみじクラブのご紹介もみじクラブのご紹介

楊名時気巧八段錦楊名時気巧八段錦  太極拳太極拳 Any3 Taichi( Any3 Taichi(エニースリータイチーエニースリータイチー))のの「もみじクラブ」「もみじクラブ」です。です。

○心と体の健康をはかる○心と体の健康をはかる

　心静かにゆっくりとした呼吸に合わせて　心静かにゆっくりとした呼吸に合わせて

　伸々と全身を動かす　伸々と全身を動かす((楊名時太極拳楊名時太極拳 2 42 4 式式))
○いつでも、○いつでも、どこでも、どこでも、だれでもが体験できるだれでもが体験できる

　高齢者や障がいのある方が立ってでも　高齢者や障がいのある方が立ってでも､､ 座っ座っ

    てでも楽しめるてでも楽しめる((エニースリータイチーエニースリータイチー))
○練習を楽しみながら仲間との親睦を深める○練習を楽しみながら仲間との親睦を深める

　簡単なストレッチをする。　簡単なストレッチをする。季節の歌をうた季節の歌をうた

　う。　う。会話を楽しむ。会話を楽しむ。

以上を目標にゆったりと体に無理のない以上を目標にゆったりと体に無理のない

動きで太極拳を楽しんでいます。動きで太極拳を楽しんでいます。御希望御希望

があれば都合のつくかぎり仲間とうかががあれば都合のつくかぎり仲間とうかが

いたいと思っております。いたいと思っております。

是非御一緒に楽しみましょう。是非御一緒に楽しみましょう。

　ボランティアグループ育成　ボランティアグループ育成・・助成事業は、助成事業は、区内におけるボランティア活動の育成区内におけるボランティア活動の育成・・発展発展

をはかるため、をはかるため、ボランティアグループの活動に対し、ボランティアグループの活動に対し、資金の助成を行うことを目的として資金の助成を行うことを目的として

います。います。

　平成２２年度は、　平成２２年度は、１６団体に助成しました。１６団体に助成しました。

　講演会、　講演会、自分たちの勉強のための研修会活動や、自分たちの勉強のための研修会活動や、よりボランティア活動をしやすくするよりボランティア活動をしやすくする

ための機材の購入などのために助成金が使用されました。ための機材の購入などのために助成金が使用されました。

  詳しくは、詳しくは、ボランティアセンターのホームページでご報告いたします。ボランティアセンターのホームページでご報告いたします。
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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。

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((亀有亀有))、、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、

エトワール、エトワール、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｣｣、、(N)(N)花いっぱい、花いっぱい、㈱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

『傾聴ボランティアできます！』『傾聴ボランティアできます！』

５月に個人ボランティア登録した　東四つ木在住の５０代主婦の方　からの一言５月に個人ボランティア登録した　東四つ木在住の５０代主婦の方　からの一言

区内の病院等での、区内の病院等での、長期入院等でお話し相手を希望されている方へ、長期入院等でお話し相手を希望されている方へ、ボランティアします。ボランティアします。

施設や個人宅で、施設や個人宅で、傾聴ボランティアを続けて７年目になります。傾聴ボランティアを続けて７年目になります。

＜対象＞中高年＜対象＞中高年

＜曜日＜曜日・・時間＞月２回くらい。時間＞月２回くらい。時間、時間、曜日などはご相談に応じます。曜日などはご相談に応じます。

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

　　　　　　　　　　TELTEL：：５６９８－２５１１　　（担当５６９８－２５１１　　（担当：：加藤）加藤）

  今回はお二人の方から写真を今回はお二人の方から写真を

いただきました。いただきました。

葛飾区の花葛飾区の花「花菖蒲」「花菖蒲」と、と、いい

よいよクレーンの解体の始よいよクレーンの解体の始

まったスカイツリーです。まったスカイツリーです。右右

側のクレーンが無くなってい側のクレーンが無くなってい

るのが分かります。るのが分かります。


