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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１２月１７日今後の開所日は１２月１７日・・１月７日１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１１月末日）（平成２３年１１月末日）

　個人登録　個人登録 ：： １５３名１５３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 ,,７５０名７５０名

　　

　　

　　

お
知
ら
せ

  
 

　１２月４日　１２月４日（日）（日）ウェルピアかつしかで障害者週間行事と第２３回ボランティアまつりをウェルピアかつしかで障害者週間行事と第２３回ボランティアまつりを

兼ねた第７回ウェルピアまつりを開催し、兼ねた第７回ウェルピアまつりを開催し、たくさんのお客様でにぎわいました。たくさんのお客様でにぎわいました。

    参加団体とボランティアの方々のおかげで、参加団体とボランティアの方々のおかげで、前日準備やまつり当日等スムーズに運営する前日準備やまつり当日等スムーズに運営する

ことができました。ことができました。本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。

　詳しい報告は、　詳しい報告は、２ページをご覧ください。２ページをご覧ください。

 

 

年末年末 ・・年始のお休み年始のお休み

１２月２９日１２月２９日 （木）（木） ～１月３日～１月３日 （火）（火）

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

区民大学区民大学

５ ペ ー ジ 　５ ペ ー ジ 　

Ｖ ネ ッ トＶ ネ ッ ト

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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まつり当日は販売開始前から買い物をする来まつり当日は販売開始前から買い物をする来

場者で外も館内もにぎわいました。場者で外も館内もにぎわいました。

スタンプラリーでは、スタンプラリーでは、体験を行うとポイント体験を行うとポイント

をもらうことができ、をもらうことができ、５つ集めると景品と交５つ集めると景品と交

換できます。換できます。３００名を超える方々が、３００名を超える方々が、スタンスタン

プラリーを楽しんでくれました。プラリーを楽しんでくれました。車いす体験車いす体験

や手話体験等今まで体験をしたことがないこや手話体験等今まで体験をしたことがないこ

とを体験していました。とを体験していました。まつりをきっかけにまつりをきっかけに

ボランティアや福祉に関心を持ってくれればボランティアや福祉に関心を持ってくれれば

と思います。と思います。

　　

まつりの企画から当日の運営まで関わる実行委まつりの企画から当日の運営まで関わる実行委

員会には、員会には、ボランティアグループボランティアグループ・・福祉施設等５福祉施設等５

０団体、０団体、個人２名の方に参加していただきまし個人２名の方に参加していただきまし

た。た。

また、また、当日ボランティアでは、当日ボランティアでは、４団体４団体・・個人７０個人７０

名名（一般１０名（一般１０名・・学生６０名）学生６０名）の皆さまにも参加の皆さまにも参加

していただきました。していただきました。

特に学生に多く参加していただき、特に学生に多く参加していただき、本田中学校本田中学校

１０名、１０名、綾瀬中学校１６名、綾瀬中学校１６名、青葉中学校４名、青葉中学校４名、小小

松中学校２６名、松中学校２６名、常盤中学校４名の方に常盤中学校４名の方に11日活動日活動

していただきました。していただきました。
 

 

学生はヤクルト飲料を販売したり、学生はヤクルト飲料を販売したり、まつまつ

りのパンフレットを来場者へ渡したり、りのパンフレットを来場者へ渡したり、

着ぐるみを着るなど、着ぐるみを着るなど、学生らしい元気さ学生らしい元気さ

でまつりを盛り上げてくれました。でまつりを盛り上げてくれました。ぜひぜひ

来年も協力をお願いします。来年も協力をお願いします。

 

《ミニ縁日でのヨーヨーつり》《ミニ縁日でのヨーヨーつり》

《盆踊り体験コーナー》《盆踊り体験コーナー》

《チャリティーわたがし＆ポップコーン》《チャリティーわたがし＆ポップコーン》

《舞台発表《舞台発表    ベリーダンス》ベリーダンス》

式典では、式典では、個人１名、個人１名、１団体へボランティア１団体へボランティア

表彰の授与も行われました。表彰の授与も行われました。

ボランティア表彰とは、ボランティア表彰とは、ボランティア活動ボランティア活動

が特に顕著な者で、が特に顕著な者で、その活動が１０年以上にその活動が１０年以上に

わたり継続している個人また団体が対象となわたり継続している個人また団体が対象とな

ります。ります。

今年度は、今年度は、個人ボランティアとして、個人ボランティアとして、玉木高玉木高

夫さんが表彰されました。夫さんが表彰されました。

 



H23.12.15H23.12.15　第　第255255号号　　　　  　　　　  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                  　　  -3--3-（全（全66ページ）　ページ）　

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

＜デイサービス＜デイサービス  いきがい村いきがい村  亀有の家　囲碁亀有の家　囲碁･･将棋ボランティア＞将棋ボランティア＞

内容内容：：高齢者デイサービス利用者の囲碁高齢者デイサービス利用者の囲碁･･将棋の相手将棋の相手

日時日時：：毎週または毎月の決った日毎週または毎月の決った日

                                                （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  いきがい村いきがい村  亀有の家亀有の家

                                                              （西亀有（西亀有2-32-182-32-18））

募集人員募集人員：：２名２名

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TEL:TEL:６６６２－９６０３６６６２－９６０３

　　FAX:FAX:５６５０－２５６２５６５０－２５６２

　担当　担当：：松山松山【まつやま】【まつやま】

＜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

高

～～～～～～活動に参加した人からの声～～～～～～～～～～～～活動に参加した人からの声～～～～～～

○たくさんのお弁当を作るため、○たくさんのお弁当を作るため、皆、皆、朝からテキパキと作業をしていて、朝からテキパキと作業をしていて、戦場のようでもあ戦場のようでもあ

りました。りました。でも、でも、初めて参加する私たちには、初めて参加する私たちには、やってほしいことを一からていねいに教えてやってほしいことを一からていねいに教えて

くれて、くれて、一つ終われば次一つ終われば次･･････というように、というように、とても面倒見よく教えてもらえました。とても面倒見よく教えてもらえました。

○高齢の方が食べるということで、○高齢の方が食べるということで、炒め物にするときも一度ゆでてから、炒め物にするときも一度ゆでてから、と一手間かけてのと一手間かけての

調理です。調理です。これは、これは、誰でも食べやすい調理法の勉強になります。誰でも食べやすい調理法の勉強になります。また、また、毎回さまざまなメ毎回さまざまなメ

ニューが登場するので、ニューが登場するので、自宅での食事づくりの参考にもなります。自宅での食事づくりの参考にもなります。
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今年度のテーマは　今年度のテーマは　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？　として、　として、高齢者高齢者・・障害者障害者・・

児童児童・・地域福祉に、地域福祉に、そして災害に関わるボランティアについて学びました。そして災害に関わるボランティアについて学びました。　前期に比べると、　前期に比べると、後期後期

の参加者数は少なくなってしまいましたが、の参加者数は少なくなってしまいましたが、皆さん熱心に各講師のお話しを聞き、皆さん熱心に各講師のお話しを聞き、自分の問題として自分の問題として

地域の福祉課題について考えていただきました。地域の福祉課題について考えていただきました。

 
講座「かつしかボランティア学」

 

＜後期＞の開催報告＜後期＞の開催報告

回 時間 内容 講師 参加者

1 １０月１９日（水） 「無縁社会」の取材を通じて見えたこと
板垣淑子氏
（ＮＨＫ社会番組ディレクター）

１６名

2 １０月２６日（水） 地域で暮らす障害者について
アムネかつしか
手をつなぐ福祉会

１３名

3 １１月２日（水）
災害ボランティア活動
福島県相馬市のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ支援報告

社協
ボランティアセンター職員

１２名

4 １１月９日（水）
地域の支えあいについて
　後期のまとめ

金町マンション
みまもり・あんしんの会

１２名

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

「無縁社会」「無縁社会」の怖さを感じ、の怖さを感じ、

1010年後、年後、2020年後の生き方を考年後の生き方を考

えるきっかけを作れたと思いえるきっかけを作れたと思い

ます。ます。

個人が社会と関わる事の個人が社会と関わる事の

大切さを強く感じた。大切さを強く感じた。

　　　障害の基本的な知識を得られた　　　障害の基本的な知識を得られた

　　のでとても良かったです。　　のでとても良かったです。地域住民地域住民

　が障害者とどのように関わっていける　が障害者とどのように関わっていける

　のか、　のか、（どんなボランティアがあるか）（どんなボランティアがあるか）

　　具体例がもう少し知りたかった　　具体例がもう少し知りたかった

　　　　です。　　　　です。

実際に現地に行かれ実際に現地に行かれ

た職員さんの報告なた職員さんの報告な

らでは、らでは、説得力ある説得力ある

分かりやすい内容で分かりやすい内容で

した。した。

都市部のマンションの中都市部のマンションの中

で、で、高齢者を孤立させない高齢者を孤立させない

取り組みは、取り組みは、素晴らしいと素晴らしいと

感じました。感じました。

 
 

参加者の感想参加者の感想

　（アンケートから）　（アンケートから）

※各回の資料が若※各回の資料が若

干あります。干あります。

ご希望の方は、ご希望の方は、

ボランティアセンボランティアセン

ターまで、ターまで、お問いお問い

合わせください。合わせください。



 H23.12.15 H23.12.15　第　第255255号号                    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　    　　          　　-5--5-（全（全 66ページ）ページ）

ブイブイ

　Ｖネットに加入している　Ｖネットに加入している「「((ＮＮ))未来空間未来空間

ぽむぽむ」ぽむぽむ」がが１１月２７日１１月２７日((日日))午後に高砂地区午後に高砂地区

センターでミニコンサートを開きました。センターでミニコンサートを開きました。「ぽむ「ぽむ

ぽむ」ぽむ」は障がいのある方の余暇活動の支援やたまは障がいのある方の余暇活動の支援やたま

り場作りなどを行なっているボランティア団体でり場作りなどを行なっているボランティア団体で

す。す。“歌っても踊ってもＯＫ、“歌っても踊ってもＯＫ、一緒に楽しみま一緒に楽しみま

しょう”しょう”というこのミニコンサートでは、というこのミニコンサートでは、都立高都立高

校の卒業生仲間で結成された、校の卒業生仲間で結成された、平均年齢の若い、平均年齢の若い、

総勢１９名の男女からなるブラスバンド総勢１９名の男女からなるブラスバンド『アタッ『アタッ

クちぐさとドキドキひろきバンド』クちぐさとドキドキひろきバンド』が高らかに８が高らかに８

曲を演奏しました。曲を演奏しました。

　会場には小学生から年配の方々まで約３０名が　会場には小学生から年配の方々まで約３０名が

“マル“マル・・マルマル・・モリモリ・・モリ”モリ”やや“明日があるさ”“明日があるさ”

をはじめ、をはじめ、“ヘビー“ヘビー・・ローテーション”ローテーション”など、など、大大

人も子どもも楽しめるお馴染みの曲ばかり。人も子どもも楽しめるお馴染みの曲ばかり。軽快軽快

なメロディーに合わせ、なメロディーに合わせ、嬉しそうに手拍子をする嬉しそうに手拍子をする

人たちが、人たちが、会場の雰囲気を和やかに、会場の雰囲気を和やかに、そして盛りそして盛り

上げました。上げました。

　休憩時間には飲み物とクッキーが出され、　休憩時間には飲み物とクッキーが出され、予定予定

していた演奏終了後、していた演奏終了後、会場からのアンコールとし会場からのアンコールとし

てて“ウルトラマン“ウルトラマン・・メドレー”メドレー”とと“世界に一つだ“世界に一つだ

けの花”けの花”の２曲が、の２曲が、再度リズミカルに奏でられま再度リズミカルに奏でられま

した。した。最後にバンドにプレゼントが手渡され、最後にバンドにプレゼントが手渡され、１１

時間あまりのコンサートは終了し、時間あまりのコンサートは終了し、皆さん満足そ皆さん満足そ

うに帰路につきました。うに帰路につきました。

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。

　　

バンド演奏に合わせ、バンド演奏に合わせ、体を動かす子、体を動かす子、

                                                    手拍子も起こる手拍子も起こる

「未来空間ぽむぽむ」「未来空間ぽむぽむ」がミニコンサートを開催がミニコンサートを開催

 

［Ｖネットからのお知らせ］［Ｖネットからのお知らせ］

『新年初顔あわせ会』『新年初顔あわせ会』は１月３０日は１月３０日((月月))

　新年恒例のＶネットの　新年恒例のＶネットの『新年初顔あわせ会』『新年初顔あわせ会』を下記の日程で開きます。を下記の日程で開きます。今月末には参加今月末には参加

の有無、の有無、人数の確認のため、人数の確認のため、登録団体登録団体･･個人へハガキをお送りする予定です。個人へハガキをお送りする予定です。多数の参加多数の参加

をお願いします。をお願いします。

日時日時：：平成２４年１月３０日平成２４年１月３０日((月月))　午後６時３０分～８時　午後６時３０分～８時

場所場所：：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

参加費参加費：：３００円３００円（１名につき）（１名につき）
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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、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、東新小岩在宅サービス東新小岩在宅サービス

センター、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、ルル･･ソラリオン葛飾ソラリオン葛飾

＊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、㈱愛和㈱愛和  鎌倉営業所、鎌倉営業所、ふれあいサふれあいサ

　　ロン　　ロン

ボランティアの方が撮影した総合体育館と青戸神社ボランティアの方が撮影した総合体育館と青戸神社

のいちょうの木です。のいちょうの木です。

葉が見事に色付いています。葉が見事に色付いています。

（ホームページではカラーでご覧いただけます。）（ホームページではカラーでご覧いただけます。）

  


