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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１１月１９日今後の開所日は１１月１９日・・１２月３日１２月３日・・１７日です。１７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１０月末日）（平成２３年１０月末日）

　個人登録　個人登録 ：： １４７名１４７名

　団体登録　団体登録 ：： ８０団体８０団体

　　（団体）　　２　　（団体）　　２ ,,５９７名５９７名

　　　　合計　　２　　　　合計　　２ ,,７４４名７４４名

　　

　　

　　

お
知
ら
せ

  
 

   

 

  

 

　『第２３回かつしかボランティアまつり』　『第２３回かつしかボランティアまつり』とと『障害者週間行事』『障害者週間行事』が一体となって実施するが一体となって実施する

イベントです。イベントです。

　『ボランティアまつり』　『ボランティアまつり』はボランティア活動に取り組んでいる人達の活動発表と交流の場はボランティア活動に取り組んでいる人達の活動発表と交流の場

であり、であり、ボランティア活動について、ボランティア活動について、区民の理解と参加を促進することが目的です。区民の理解と参加を促進することが目的です。『障害『障害

者週間行事』者週間行事』の事業として、の事業として、相談コーナーや障害者作品展も行います。相談コーナーや障害者作品展も行います。

　みなさま、　みなさま、ご家族とお誘い合わせの上、ご家族とお誘い合わせの上、ぜひご来場ください。ぜひご来場ください。

　詳しい内容は、　詳しい内容は、２ページをご覧ください。２ページをご覧ください。

２ ペ ー ジ２ ペ ー ジ

ボラまつりボラまつり

３ ペ ー ジ３ ペ ー ジ

ボ ラ ン テ ィ ア 募 集ボ ラ ン テ ィ ア 募 集

４ ペ ー ジ４ ペ ー ジ

災害ボラ他災害ボラ他

５ ペ ー ジ 　 Ｖ ネ ッ ト５ ペ ー ジ 　 Ｖ ネ ッ ト

Ｖ グ ル ー プ 紹 介Ｖ グ ル ー プ 紹 介

６ ペ ー ジ６ ペ ー ジ

みんなのみんなのｺ ｰ ﾅ ｰｺ ｰ ﾅ ｰ
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１０１０ ：： ００～００～ 開会式開会式 ・・ 福祉表彰福祉表彰

ボランティア表彰ボランティア表彰

内容内容：：ポップコーンや綿菓子、ポップコーンや綿菓子、飲み物の販売飲み物の販売

　　　駐輪場の整備のお手伝い、　　　駐輪場の整備のお手伝い、来場者への案内など来場者への案内など

日時日時：：前日　１２月３日前日　１２月３日（土）　午前１０時～正午（土）　午前１０時～正午

　　　当日　１２月４日　　　当日　１２月４日（日）　午前９時～午後４時（日）　午前９時～午後４時

募集人数募集人数：：制限なし制限なし

　　　　　　　　　　11日のみの参加も可能です。日のみの参加も可能です。ご相談ください。ご相談ください。

 

＊＊ 手話体験手話体験 （手話サークル葛飾）（手話サークル葛飾）

＊＊ パソコン体験パソコン体験 （ＰＣＣ葛飾）（ＰＣＣ葛飾）

＊＊ 車いす体験車いす体験 （障害者施設課）（障害者施設課）

＊＊ 水質調査体験水質調査体験 （葛飾の川をきれいにする会）（葛飾の川をきれいにする会）

＊＊ スポーツダーツ体験スポーツダーツ体験 （ラッキー会）（ラッキー会）

＊＊ ＤＡＩＳＹＤＡＩＳＹ （デイジー）（デイジー） 図書体験図書体験

　　（葛飾音訳ボランティアの会）　　（葛飾音訳ボランティアの会）

＊＊ 盆踊り体験盆踊り体験 （障害者施設課＆地元町会）（障害者施設課＆地元町会）

＊＊ メイクアップ＆ウェディングドレス撮影会メイクアップ＆ウェディングドレス撮影会

　　　　　　                                                                                （プルメリア）（プルメリア）

＊＊ 高齢者疑似体験高齢者疑似体験 （社会福祉協議会）（社会福祉協議会）

＊ハワイアン演奏＊ハワイアン演奏 （アロハ（アロハ ・・ エコーズ）エコーズ）

＊ハンドベル＊ハンドベル （エンジェルス）（エンジェルス）

＊＊葛葛西ばやし西ばやし （（葛葛西囃子練習会）西囃子練習会）

＊手話コーラス＊手話コーラス （（葛葛飾区中失難聴者の会飾区中失難聴者の会  泉会）泉会）

＊リズム体操＊リズム体操 （健康体操クラブ（健康体操クラブ  ジャスミン）　ジャスミン）　

＊ベリーダンス＊ベリーダンス

（高次脳機能障害者（高次脳機能障害者  家族会　かつしか）家族会　かつしか）

＊手話発表＊手話発表 （手話サークル（手話サークル葛葛飾）飾）

＊手話ダンス＊手話ダンス （手話ダンス（手話ダンス ・・ 愛）　愛）　

＊よさこいソーラン＊よさこいソーラン （（Team Fortis!Team Fortis!　風舞菖蒲）　風舞菖蒲）

＊フォークダンス＊フォークダンス （西水元福祉館）（西水元福祉館）

＊ハンドベル＊ハンドベル ・・ 太鼓演奏太鼓演奏 （夢太鼓）（夢太鼓）

バザーバザー ・・ 模擬店模擬店 ・・ ミニ縁日ミニ縁日

まつりボランティア募集まつりボランティア募集

申込先申込先・・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

　　TELTEL：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１

  FAX  FAX：：５６９８－２５１２５６９８－２５１２

　　　　（担当　　　　（担当：：加藤加藤【かとう】）【かとう】）

申込み期限申込み期限：：１１月２５日１１月２５日（金）（金）までまで

 

1010 ：： ４０～４０～

　体験コーナーは、　体験コーナーは、館内の３階と体育館で行館内の３階と体育館で行

います。います。ぜひ、ぜひ、体験を通して、体験を通して、活動している活動している

団体の活動に触れてみてください。団体の活動に触れてみてください。

体験コーナー　体験コーナー　１０１０ ：： ４０～４０～

舞台発表　１１舞台発表　１１ ：： ２０～２０～

バザーバザー

ビーズビーズ・・アクセサリーアクセサリー・・衣類衣類・・日用品日用品・・

雑貨雑貨・・花花・・本本  などなど

　　

  ミニ縁日ミニ縁日

　ヨーヨー　ヨーヨー・・お菓子すくいお菓子すくい・・飲み物など飲み物など

（＊こまどり会／＊ゆりのね会）（＊こまどり会／＊ゆりのね会）

（（**青戸しょうぶ／青戸しょうぶ／**ガールスカウト東京都ガールスカウト東京都

第１４８団／第１４８団／**かつしか中途失聴者かつしか中途失聴者・・難聴者難聴者

友の会／友の会／**高次脳機能障害者高次脳機能障害者  家族会家族会  かつしかつし

か／か／**手話サークル葛飾／手話サークル葛飾／**のぞみ発達クリのぞみ発達クリ

ニック／ニック／**未来空間未来空間  ぽむぽむ）ぽむぽむ）

模擬店模擬店

新鮮野菜新鮮野菜・・餃子餃子・・焼きそば焼きそば・・たこ焼きたこ焼き・・

ポップコーンポップコーン・・綿あめ綿あめ・・チヂミチヂミ  などなど

（（**アクアフレンズクラブ＆茂木町／アクアフレンズクラブ＆茂木町／**アムネかアムネか

つしか／つしか／**かがやけ福祉会かがやけ福祉会  後援会／後援会／**かつしかつし

か風の子クラブ／か風の子クラブ／**葛飾区肢体不自由児者父母葛飾区肢体不自由児者父母

の会／の会／**葛飾区手をつなぐ親の会／葛飾区手をつなぐ親の会／**しょうぶしょうぶ

エバンズ／エバンズ／**花のまちづくり協議会／花のまちづくり協議会／**ボランボラン

ティアまつり実行委員会ティアまつり実行委員会（協力（協力：：わかばかつしわかばかつし

か）か）／／**水元そよかぜ園）水元そよかぜ園）

      開放広場と館内の２階開放広場と館内の２階・・３階、３階、体育館で行体育館で行

いますいます
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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

＜かがやけ共同作業所　ミニバザーボランティア＞＜かがやけ共同作業所　ミニバザーボランティア＞

内容内容：：「秋のなかままつり～ミニバザー～」「秋のなかままつり～ミニバザー～」での利用者の販での利用者の販

売補助、売補助、会場整理等会場整理等

日時日時：：１１月２７日１１月２７日((日日) ) 午前１０時～午後４時午前１０時～午後４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：：３０名。３０名。男女問いません。男女問いません。

その他その他：：昼食は食券を用意します。昼食は食券を用意します。

障

障

＜デイサービス＜デイサービス  蘭　話し相手ボランティア＞蘭　話し相手ボランティア＞

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：：青木青木【あおき】【あおき】

＜のぞみ発達クリニック　ボランティア＞＜のぞみ発達クリニック　ボランティア＞

内容内容：：発達障がい児の療育施設です。発達障がい児の療育施設です。グループ指導の補グループ指導の補

　　　助、　　　助、外出指導の付き添い、外出指導の付き添い、教材作り、教材作り、指導後の片付指導後の片付

　　　けなどのお手伝い　　　けなどのお手伝い

日時日時：：要相談要相談

活動場所活動場所：：のぞみ発達クリニックのぞみ発達クリニック（高砂（高砂7-26-37-26-3））

募集人員募集人員：：定員なし。定員なし。男女問いません。男女問いません。

その他その他：：動物アレルギーのない方動物アレルギーのない方

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TEL:TEL:３６２７－９０２９３６２７－９０２９

　　FAX:FAX:５６６０－１６００５６６０－１６００

　担当　担当：：小堀小堀・・蔵城蔵城【こぼり【こぼり・・くらじょう】くらじょう】

内容内容：：高齢者デイサービス利用者の話し相手高齢者デイサービス利用者の話し相手

日時日時：：月～金曜日の希望日月～金曜日の希望日

                                                （時間応相談）（時間応相談）

活動場所活動場所：：デイサービスデイサービス  蘭蘭（細田（細田5-11-125-11-12））

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:６４５８－９９２２６４５８－９９２２

　　FAX:FAX:６４５８－９９２３６４５８－９９２３

　担当　担当：：宮澤宮澤【みやざわ】【みやざわ】

障

＜サークルせせらぎ　お弁当調理ボランティア＞＜サークルせせらぎ　お弁当調理ボランティア＞
内容内容：：高齢者の方へお届けするお弁当の調理高齢者の方へお届けするお弁当の調理

日時日時：：毎月第２毎月第２・・３３・・４火曜日４火曜日（８～９月はお休み）（８～９月はお休み）

          　午前９時～午後１時　午前９時～午後１時

活動場所活動場所：：ウィメンズパルウィメンズパル（立石（立石5-27-15-27-1））

募集人員募集人員：：１～２名　※検便が必要になります１～２名　※検便が必要になります

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

    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

　　TEL:TEL:５６９８－２５１１５６９８－２５１１

　担当　担当：：山野辺山野辺【やまのべ】【やまのべ】

高

＜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＞

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してくれるの発送作業をお手伝いしてくれる

方を募集しています！２時間程度の簡単な作業です。方を募集しています！２時間程度の簡単な作業です。皆さまの参加をお待ちしています！！皆さまの参加をお待ちしています！！

内容内容：：センターだよりの帳合、センターだよりの帳合、登録団体や福祉施設へ送る封筒詰めなど登録団体や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　（１０日が土日の場合は１０日前後の平日の金曜日または月曜日）毎月１０日　午前１０時～正午　（１０日が土日の場合は１０日前後の平日の金曜日または月曜日）

　　　　    １２月以降の発送作業日は１２月１２日１２月以降の発送作業日は１２月１２日（月）（月）・・１月１０日１月１０日（火）（火）です。です。

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　　　　　　　　連絡先連絡先：：T E LT E L ５６９８－２５１１５６９８－２５１１（担当（担当：：田口）田口）

他
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日　　　時　　平成２３年１２月１０日日　　　時　　平成２３年１２月１０日（土）　１０（土）　１０：：００～１２００～１２：：００００

　　　　　　　　　　　　　　　１７日　　　　　　　　　　　　　　　１７日（土）　１０（土）　１０：：００～１２００～１２：：００００

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

内　　　容　　１日目　①災害ボランティア活動とは内　　　容　　１日目　①災害ボランティア活動とは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ②東日本大震災の被災地支援報告－②東日本大震災の被災地支援報告－実際に現地で活動したボランティアの報告実際に現地で活動したボランティアの報告

　　　　　　　２日目　　　　　　　２日目  ①防災まち歩き－①防災まち歩き－まちを歩いて災害時に役に立つものをチェックまちを歩いて災害時に役に立つものをチェック

　　　　　　　　　　　②災害ボランティア活動に関する制度について　　　　　　　　　　　②災害ボランティア活動に関する制度について

対　　　象　　区内在住または在勤対　　　象　　区内在住または在勤・・在学の方在学の方（高校生以上）（高校生以上）

申　　　込　　前日までに電話申　　　込　　前日までに電話（５６９８－２５１１）（５６９８－２５１１）かか「住所「住所・・氏名氏名・・電話番号」電話番号」を明記の上、を明記の上、

　　　　　　　ＦＡＸ　　　　　　　ＦＡＸ（５６９８－２５１２）（５６９８－２５１２）でお申込ください。でお申込ください。

定　　　員　　３０名定　　　員　　３０名

受　講　料　　無料受　講　料　　無料

協　　　力　　災害ボランティアグループ　コアかつしか協　　　力　　災害ボランティアグループ　コアかつしか

 平成２３度　災害ボランティア講座平成２３度　災害ボランティア講座(( 前編前編))『入門編』『入門編』

葛飾区総合防災訓練に参加－災害ボランティアセンター立ち上げ葛飾区総合防災訓練に参加－災害ボランティアセンター立ち上げ・・運営訓練実施運営訓練実施

１０月３０日１０月３０日((日日))高砂北公園で行なわれた葛飾区総合防災訓練に参加高砂北公園で行なわれた葛飾区総合防災訓練に参加

しました。しました。

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、被災地でボランティア活動を行なうた被災地でボランティア活動を行なうた

めの拠点となります。めの拠点となります。

当日は当日は「災害ボランティアグループ　コアかつしか」「災害ボランティアグループ　コアかつしか」の皆さんと職員の皆さんと職員

による災害ボランティアセンター立ち上げ訓練を簡略化した形で行なによる災害ボランティアセンター立ち上げ訓練を簡略化した形で行な

い、い、４０名以上の方にご参加いただきました。４０名以上の方にご参加いただきました。東日本大震災における東日本大震災における

ボランティアの活躍をご存知の方も多く、ボランティアの活躍をご存知の方も多く、皆さん熱心に耳を傾けてい皆さん熱心に耳を傾けてい

らっしゃいました。らっしゃいました。

 

ボランティアスクールで募金活動をしましたボランティアスクールで募金活動をしました

　１０月８日　１０月８日((土土))、、中学生中学生・・高校生を対象としたボランティアスクー高校生を対象としたボランティアスクー

ルの一環として、ルの一環として、堀切菖蒲園駅で赤い羽根共同募金の街頭募金活動を堀切菖蒲園駅で赤い羽根共同募金の街頭募金活動を

しました。しました。若い学生たちの元気な呼びかけで、若い学生たちの元気な呼びかけで、約２時間の活動で、約２時間の活動で、２２

９，９，０８１円集まりました。０８１円集まりました。その後は募金の使いみちなどを学びましその後は募金の使いみちなどを学びまし

た。た。

募金していただいた皆様、募金していただいた皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。

 

ボランティアセンターでは、ボランティアセンターでは、被災地から避難してきた世帯の方で、被災地から避難してきた世帯の方で、困りごとや相談したいことがあり、困りごとや相談したいことがあり、

訪問を希望する方のお宅へ職員が訪問し、訪問を希望する方のお宅へ職員が訪問し、お話を伺います。お話を伺います。

　お困りのこと、　お困りのこと、相談したいことがあれば、相談したいことがあれば、どんなことでも構いませんので、どんなことでも構いませんので、遠慮なく、遠慮なく、まずは電話でごまずは電話でご

連絡下さい。連絡下さい。みなさんが安心して生活できるようにお手伝いします。みなさんが安心して生活できるようにお手伝いします。

都営住宅の自治会では、都営住宅の自治会では、被災地から葛飾区へ避難してきた方を対象に交流会を開催しています。被災地から葛飾区へ避難してきた方を対象に交流会を開催しています。
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ブイブイ

　『　『ゆりのね会』ゆりのね会』は障がいを持つ子どもたちを地は障がいを持つ子どもたちを地

域で協力し手を取り合って見守り、域で協力し手を取り合って見守り、さらに子どもさらに子ども

たちの自立を目指すためのサークルです。たちの自立を目指すためのサークルです。障がい障がい

を持つ児童を専門に支援を行うを持つ児童を専門に支援を行う((有有))ライフサイエライフサイエ

ンスンス“あしたば介護ステーション”、“あしたば介護ステーション”、“ゆりのね介“ゆりのね介

護ステーション”護ステーション”の協力によりボランティアサーの協力によりボランティアサー

クルゆりのね会を立ち上げさせて頂きました。クルゆりのね会を立ち上げさせて頂きました。知知

的能力の向上、的能力の向上、運動機能の向上、運動機能の向上、生理面の向上生理面の向上

（健康管理）、（健康管理）、社会性の向上を目標に子どもたちと社会性の向上を目標に子どもたちと

共に歩んで行きたいと考えています。共に歩んで行きたいと考えています。

　サークル活動日では音楽、　サークル活動日では音楽、運動、運動、療養などを保療養などを保

護者の方と一緒に楽しんだり、護者の方と一緒に楽しんだり、また、また、放課後や休放課後や休

日の過ごし方、日の過ごし方、お父様、お父様、お母様の子育ての悩みやお母様の子育ての悩みや

困ったことなどを話し合い情報交換の場として活困ったことなどを話し合い情報交換の場として活

用して頂いています。用して頂いています。

　現在参加されているご家族もたいへん喜んで頂　現在参加されているご家族もたいへん喜んで頂

いております。いております。是非、是非、これを機会に参加されてみこれを機会に参加されてみ

てはいかがでしょうか。てはいかがでしょうか。サークル一同、サークル一同、心よりお心よりお

待ち申し上げます。待ち申し上げます。参加をご希望の方はお電話に参加をご希望の方はお電話に

てお申し込みをお願いいたします。てお申し込みをお願いいたします。

　活動場所　活動場所：：ウェルピアかつしかウェルピアかつしか

                      （日時、（日時、場所はお問い合わせを）場所はお問い合わせを）

　参加費　参加費：：無料無料

　連絡先　連絡先：：５６７２－０５８８５６７２－０５８８  小村井小村井  貴子貴子

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。

　　

 ⑤⑤

ゆりのね会のご紹介ゆりのね会のご紹介

障がいを持つ子どもたちを支援　活動日には家族と情報交換も障がいを持つ子どもたちを支援　活動日には家族と情報交換も

 

　かつしかボランティアセンターの登録ボランティアグループの一つ、　かつしかボランティアセンターの登録ボランティアグループの一つ、金町マンション金町マンション

みまもりみまもり・・あんしんの会は、あんしんの会は、マンション内の集会施設で月２回、マンション内の集会施設で月２回、介護予防体操を実施し介護予防体操を実施し

ています。ています。参加者は６０歳代から上は９０歳代の方まで、参加者は６０歳代から上は９０歳代の方まで、皆さん元気に参加していま皆さん元気に参加していま

す。す。インストラクターの方の指導のもと、インストラクターの方の指導のもと、バスタオルを敷いた上で仰向けになったり、バスタオルを敷いた上で仰向けになったり、

イスに座ったりした状態で運動をします。イスに座ったりした状態で運動をします。毎回３０名程度の参加があります。毎回３０名程度の参加があります。

　参加者の皆さんのかけ声はとても大きく、　参加者の皆さんのかけ声はとても大きく、お元気なようすが伝わってきました。お元気なようすが伝わってきました。声の声の

張りは若者にも負けていません。張りは若者にも負けていません。無理のない範囲での運動無理のない範囲での運動

ではありますが、ではありますが、数回行うと、数回行うと、痛かった腕が少し動く痛かった腕が少し動く

ようになった、ようになった、などの声もありました。などの声もありました。

　この活動では、　この活動では、葛飾区社会福祉協議会のボランティ葛飾区社会福祉協議会のボランティ

アグループ助成制度を活用し、アグループ助成制度を活用し、２名のインストラクタ２名のインストラクタ

ーを呼んでいるそうです。ーを呼んでいるそうです。また、また、このたびはみずほ教このたびはみずほ教

育福祉財団の助成も活用し、育福祉財団の助成も活用し、軽量のダンベルを購入、軽量のダンベルを購入、

より負荷をかけた体操に取り組んでいました。より負荷をかけた体操に取り組んでいました。

皆さん、皆さん、いつまでもお元気ですごされることを願っていつまでもお元気ですごされることを願って

います。います。

介護予防体操に取り組んでいます！介護予防体操に取り組んでいます！
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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、各区民事務所、各区民事務所、各区民サービスコーナー、各区民サービスコーナー、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、福祉事務所福祉事務所

        東庁舎、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、

        かわせみデイサービスセンター、か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、

東四つ木在宅サービスセンター、東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、すずうらすずうら

ホーム、ホーム、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、デデ

イサービスセンターすこやか、イサー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、デデ

イサービスセンター水元、イサービスセンター水元、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、東新小岩在宅東新小岩在宅

サービスセンター、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、デイサービスえあままデイサービスえあまま

＊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地域活動支援センター

      もっく、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、㈱愛和㈱愛和  鎌倉営業所、鎌倉営業所、ふれあいふれあい

                      サロンサロン

ずっと工程を追っているボずっと工程を追っているボ

ランティアの方が撮影したランティアの方が撮影した

東京スカイツリーが久々の東京スカイツリーが久々の

登場です。登場です。

クレーンが完全に撤去されクレーンが完全に撤去され

ています。ています。

来年５月グランドオープン来年５月グランドオープン

予定です。予定です。

 

  


