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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５月１９日今後の開所日は５月１９日・・６月２６月２・・１７日１７日・・７月７日です。７月７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２４年４月末日）（平成２４年４月末日）

　個人登録　個人登録 ：： １１６名１１６名

　団体登録　団体登録 ：： ６２団体６２団体

　　（団体）　　２　　（団体）　　２ ,, １４６名１４６名

　　　　合計　　２　　　　合計　　２ ,, ２６２名２６２名

お
知
ら
せ

  　「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」は２４年度より２ヵ月に１回奇数月は２４年度より２ヵ月に１回奇数月((５５・・７７・・９９・・１１１１・・１１・・３月３月))のの

１５日の発行になります。１５日の発行になります。ボランティアに関する情報は年４回から２ヵ月に１回の発行となるボランティアに関する情報は年４回から２ヵ月に１回の発行となる「葛飾社協「葛飾社協

だより」だより」にも掲載します。にも掲載します。

  　「葛飾社協だより」　「葛飾社協だより」はは「広報かつしか」「広報かつしか」に折込で、に折込で、区内全戸に配布されます。区内全戸に配布されます。

　２４年度の発行日は４月２５日、　２４年度の発行日は４月２５日、６月５日、６月５日、８月２５日、８月２５日、１０月２５日、１０月２５日、１２月５日、１２月５日、２月２５日です。２月２５日です。

ボランティアセンターからお知らせボランティアセンターからお知らせ

　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。

◆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２４年平成２４年

　　５月末現在でグループ登録済みであること。　　５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．　１．Ａ区分Ａ区分

　　①学習会や研修活動　　①学習会や研修活動

　　②器具　　②器具・・機材の整備機材の整備

　　③モデル的活動　　③モデル的活動

　　④ニュース発行　　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

　　２．２．Ｂ区分Ｂ区分

　　消耗品費や通信運搬費等　　消耗品費や通信運搬費等

◆助成金額◆助成金額（上限）（上限）

　１．　１．Ａ区分　７万円　　２．Ａ区分　７万円　　２．Ｂ区分　５千円Ｂ区分　５千円

◆申請期間◆申請期間

　平成２４年５月１７日　平成２４年５月１７日（木）（木）～３１日～３１日（木）（木）

◆申請方法◆申請方法

　直接持参または郵送　直接持参または郵送

　※申請資料は、　※申請資料は、５月７日５月７日（月）（月）から、から、ボランティアボランティア

　センター窓口で配布　センター窓口で配布（ホームページからのダウ（ホームページからのダウ

　ンロードも可）。　ンロードも可）。詳細については、詳細については、

　資料内の申請要項をご覧ください。　資料内の申請要項をご覧ください。

　申請資料配布日から随時個別相談を行います。　申請資料配布日から随時個別相談を行います。

　質問や相談等ありましたら、　質問や相談等ありましたら、ボランティアセンボランティアセン

ターまでお問い合わせください。ターまでお問い合わせください。

２２ ・・ ３ ペ ー ジ３ ペ ー ジ

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ助成金報告助成金報告

４ ペ ー ジ４ ペ ー ジ

ボランティア募集ボランティア募集

５ ペ ージ 　 　 講 座５ ペ ージ 　 　 講 座

ＶネットＶネット・・ボランティア 学ボランティア 学

６ ペ ー ジ６ ペ ー ジ

み ん な の コ ー ナ ーみ ん な の コ ー ナ ー
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舞台発表舞台発表  　　１１時２０分～　　１１時２０分～

ボランティアグループ育成ボランティアグループ育成・・助成金は、助成金は、ボランティア活動の発展のため、ボランティア活動の発展のため、区内のボラン区内のボラン
ティアグループ活動へ助成金を交付する制度です。ティアグループ活動へ助成金を交付する制度です。

平成２３年度は１１団体に助成しました。平成２３年度は１１団体に助成しました。

１．１． アクアフレンズクラブアクアフレンズクラブ
　　田植え、田植え、草刈り、草刈り、稲刈りの体験と地元の農家の方々の交流を通して、稲刈りの体験と地元の農家の方々の交流を通して、食べ物の大切さ、食べ物の大切さ、料理の仕方、料理の仕方、魚の魚の
捕り方を学びます。捕り方を学びます。障がい者障がい者((児児))家族と交流を図り、家族と交流を図り、自然を楽しみます。自然を楽しみます。
栃木県芳賀群茂木町のもてぎ東元気会の方々に稲や野菜を育てていただき、栃木県芳賀群茂木町のもてぎ東元気会の方々に稲や野菜を育てていただき、私達は、私達は、３回の農業体験と料理３回の農業体験と料理
の仕方、の仕方、漬物のつけ方などを教わり交流をしてきました。漬物のつけ方などを教わり交流をしてきました。農村で野菜をとったり、農村で野菜をとったり、虫や魚をとったりして、虫や魚をとったりして、

障がい者障がい者((児児))家族と地域の方々とのんびり楽しんで体験しました。家族と地域の方々とのんびり楽しんで体験しました。

２．２． ガールスカウト日本連盟東京都１４８団ガールスカウト日本連盟東京都１４８団

　　野外活動に不可欠な野営テントと、野外活動に不可欠な野営テントと、調理場所に使うクッキングテントを購入させていただきました。調理場所に使うクッキングテントを購入させていただきました。風雨風雨

などにも対応でき、などにも対応でき、安全で充実したキャンプ活動を行うことができました。安全で充実したキャンプ活動を行うことができました。７月に水元公園でキャンプを行っ７月に水元公園でキャンプを行っ

た時に使用しました。た時に使用しました。

３．３． 葛飾音訳ボランティアの会葛飾音訳ボランティアの会
　音訳は、　音訳は、パソコン録音が主流となり、パソコン録音が主流となり、視覚障がい者の方は、視覚障がい者の方は、ＤＡＩＳＹで読書するという時代になってきＤＡＩＳＹで読書するという時代になってき
ました。ました。利用者の方が、利用者の方が、デジタル化してきているわけですから、デジタル化してきているわけですから、そのためには、そのためには、私達がそれに対応できると私達がそれに対応できると
いうことが必要と思います。いうことが必要と思います。そのためには、そのためには、パソコンで録音、パソコンで録音、校正、校正、編集と１台でいくつもの作業をします。編集と１台でいくつもの作業をします。

　パソコン購入により、　パソコン購入により、利用者の要望に応えていきたいと思っています。利用者の要望に応えていきたいと思っています。

主に、主に、柴又周辺のガイドを行っています。柴又周辺のガイドを行っています。土日中心に、土日中心に、
帝釈天や寅さん記念館の案内をしています。帝釈天や寅さん記念館の案内をしています。

今回助成金では、今回助成金では、観光ガイドの資質をアップするために観光ガイドの資質をアップするために
バス研修を行いました。バス研修を行いました。

研修先は、研修先は、身延山久遠寺です。身延山久遠寺です。久遠寺は日蓮宗大本山久遠寺は日蓮宗大本山
（日蓮宗の中で一番偉い場所）（日蓮宗の中で一番偉い場所）です。です。柴又の帝釈天も日蓮柴又の帝釈天も日蓮
宗のため、宗のため、研修先に選びました。研修先に選びました。
研修は、研修は、２８名の参加で実施しました。２８名の参加で実施しました。研修を実施したこ研修を実施したこ
とにより、とにより、ガイドするときに、ガイドするときに、帝釈天だけではなく、帝釈天だけではなく、大本大本
である久遠寺のことも説明できるようになりました。である久遠寺のことも説明できるようになりました。柴又柴又
観光をするお客さんに柴又に関係することも詳しく説明観光をするお客さんに柴又に関係することも詳しく説明

し、し、知識を伝えていきたいです。知識を伝えていきたいです。とても参考になりました。とても参考になりました。

５．５． 葛飾の川をきれいにする会葛飾の川をきれいにする会

　　河川の関心を高めるために、河川の関心を高めるために、自然観察をしながらのクリーン作戦、自然観察をしながらのクリーン作戦、中川の水の水質調査等、中川の水の水質調査等、れいな川を実れいな川を実

現するための普及啓発活動を実施しました。現するための普及啓発活動を実施しました。普及啓発活動に使用するワイヤレスアンプとマイクを購入しま普及啓発活動に使用するワイヤレスアンプとマイクを購入しま
した。した。機材購入のおかげで、機材購入のおかげで、声が聞こえるので、声が聞こえるので、参加者がしっかり聞いてくれるようになりました。参加者がしっかり聞いてくれるようになりました。より参より参
加の人数がアップしました。加の人数がアップしました。

 

４．４． 葛飾区シニア観光ボランティアガイド葛飾区シニア観光ボランティアガイド 「かつしか語り隊」「かつしか語り隊」 の会の会
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６．６． 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」あんしんの会」

　　高齢者の転倒予防高齢者の転倒予防・・体力づくりを目的に、体力づくりを目的に、講師を招いて筋力トレーニング教室を開催しました。講師を招いて筋力トレーニング教室を開催しました。少しずつ少しずつ

ですが成果が出ており、ですが成果が出ており、参加者の要望で２３年度は月２回教室を開きました。参加者の要望で２３年度は月２回教室を開きました。

７．７． 環境を守る会環境を守る会
　毎月１回第２木曜日と金曜日に３グループで防犯パトロールを行っ　毎月１回第２木曜日と金曜日に３グループで防犯パトロールを行っ
ています。ています。

また、また、毎月第４日曜日に地域清掃活動を行っています。毎月第４日曜日に地域清掃活動を行っています。
各グループ間の連絡各グループ間の連絡・・報告のために、報告のために、助成金で購入したトランシー助成金で購入したトランシー

バーを活用します。バーを活用します。
東日本大震災のようなことを念頭に置き、東日本大震災のようなことを念頭に置き、日頃から地域の連絡を密に日頃から地域の連絡を密に
とっていきたいです。とっていきたいです。

８．８． 趣味の会趣味の会
　地区センターまつりや高齢者施設等でお茶席を行っています。　地区センターまつりや高齢者施設等でお茶席を行っています。
　お茶席で使用する器材を購入しました。　お茶席で使用する器材を購入しました。

　２３年度は２５０名の方に参加していただきました。　２３年度は２５０名の方に参加していただきました。

施設 イベント名 日数 参加者人数

初釜 １日 ４０名

敬老の日 ２日間 ８０名

敬老の日 １日 ６０名

まつり １日 ７０名

ケア新小岩

東四つ木地区センター

９．９． 日本ボーイスカウト葛飾第７団日本ボーイスカウト葛飾第７団

　　ベンチャースカウト隊ベンチャースカウト隊（高校生）（高校生）用移動テント購入により各種の移動キャンプがスムーズに実施でき、用移動テント購入により各種の移動キャンプがスムーズに実施でき、スス

カウト活動の展開がワイドとなり、カウト活動の展開がワイドとなり、進歩が著しく向上しました。進歩が著しく向上しました。

１０．１０． 花のまちづくり協議会花のまちづくり協議会
　曳舟川親水公園や亀有駅前、　曳舟川親水公園や亀有駅前、お花茶屋駅前など地域の玄関と呼ばれる所やウェルピアかつしか他、お花茶屋駅前など地域の玄関と呼ばれる所やウェルピアかつしか他、公共の公共の
地に花いっぱい運動のため、地に花いっぱい運動のため、花の提供を行い、花の提供を行い、大変喜ばれています。大変喜ばれています。
　そのため、　そのため、会員の草花の育苗技術をより身につけるため、会員の草花の育苗技術をより身につけるため、農産高校の先生の指導はもとより、農産高校の先生の指導はもとより、他の地域の他の地域の
公園に行き、公園に行き、現地の指導員の方から苦労話などを学び、現地の指導員の方から苦労話などを学び、役立てるため、役立てるため、研修を行っています。研修を行っています。

　今年度は、　今年度は、横須賀市のくりはま花の国に研修に行きました。横須賀市のくりはま花の国に研修に行きました。

１１．１１． ボランティアグループ　かざぐるまボランティアグループ　かざぐるま
　茶話会や食事会、　茶話会や食事会、「つながりの会」「つながりの会」へ参加し、へ参加し、一人暮らしの高齢者を中心に交流を深めました。一人暮らしの高齢者を中心に交流を深めました。
　茶話会は、　茶話会は、５回実施し、５回実施し、食事会は３回行いました。食事会は３回行いました。
　また、　また、近隣の葛飾総合高校さん主催の近隣の葛飾総合高校さん主催の「つながりの会」「つながりの会」にご招待いただき、にご招待いただき、３回参加しました。３回参加しました。高校生の高校生の
若いパワーをもらい、若いパワーをもらい、楽しい時間を過ごすことができました。楽しい時間を過ごすことができました。みなさんの笑顔がとてもいきいきとしていまみなさんの笑顔がとてもいきいきとしていま

した。した。

人数

1 4月 11日 大震災に備えて…用意するもの、備蓄物の説明 ３４名

2 6月6日 断捨離について～いらない物は捨て幸せを呼び込む ３８名

3 8月 29日 茶たく作り ４２名

4 12月 12日 クリスマス会 ３３名

高齢者総合相談センターの協力により

「いざというときに困らないための勉強会」

1 7月 11日 ３４名

2 10月 24日 ３８名

3 3月 12日 ４１名

３４名

食事会 手作りで、1人暮らしの方を対象に食事を楽しむ。

内容

話会

5 2月 20日
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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・・障がい者障がい者・・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 == 障がい者　児障がい者　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

＜かがやけ第２共同作業所＜かがやけ第２共同作業所    一泊旅行の付き添いボランティア＞一泊旅行の付き添いボランティア＞

内容内容：：一泊旅行での利用者の付き添い、一泊旅行での利用者の付き添い、買い物の手伝いなど買い物の手伝いなど

日時日時：：６月２９日６月２９日（金）（金）～３０日～３０日（土）（土）

活動場所活動場所：：かんぽの宿かんぽの宿  石和石和（山梨県）（山梨県）

                    ※※  移動はバス移動はバス

募集人員募集人員：：男性３名男性３名

〆切〆切：：６月２０日６月２０日（水）（水）

経費経費：：実費等支給実費等支給

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　今野　今野【いまの】【いまの】

   TEL:   TEL:３６０７－３１８０３６０７－３１８０

　　 FAX: FAX:３６０７－３１８６３６０７－３１８６

障がいを持った利用者と一泊旅行へ付き添っていただける方を募集します。障がいを持った利用者と一泊旅行へ付き添っていただける方を募集します。基本的に介助基本的に介助

((身体的なもの身体的なもの))はなく、はなく、声かけや買い物の手助けが必要となる軽度声かけや買い物の手助けが必要となる軽度((障がい程度障がい程度))の方です。の方です。

　　

　　

障

＜パソコンボランティア＞＜パソコンボランティア＞

内容内容：：ワード、ワード、エクセル、エクセル、筆まめ、筆まめ、デジカメの編集などデジカメの編集など

日時日時：：毎週月曜日午前中毎週月曜日午前中

活動場所活動場所：：たつみ憩い交流館たつみ憩い交流館（西新小岩（西新小岩2-1-42-1-4））

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。

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　三趣会　三趣会  代表代表  石原石原【いしはら】【いしはら】

  TEL:  TEL:０７０－６６５２－０６８５０７０－６６５２－０６８５

他

パソコンサークルパソコンサークル「三趣会」「三趣会」のメンバーにパソコンを教えてくださる方を募集しています。のメンバーにパソコンを教えてくださる方を募集しています。

パソコンのできる方、パソコンのできる方、ご連絡をお待ちしています。ご連絡をお待ちしています。

＜デイサービスセンターでのボランティア＞＜デイサービスセンターでのボランティア＞

日時日時：：毎日毎日（午前９時３０分～午後４時）（午前９時３０分～午後４時）  ※活動日※活動日・・時間は応相談時間は応相談

活動場所活動場所：：亀有デイサービスセンター亀有デイサービスセンター  さくらんぼさくらんぼ

                                                                  （亀有（亀有3-34-103-34-10））

経費経費：：実費等支給実費等支給

※※  男女問いません男女問いません

絵手紙、絵手紙、水彩画、水彩画、水墨画、水墨画、園芸、園芸、手工芸、手工芸、ペーパークラフトなどの趣味活動ペーパークラフトなどの趣味活動（主に講師と（主に講師と

して）、して）、外出や外食行事への参加など、外出や外食行事への参加など、様々な活動へのご参加をお願いいたします。様々な活動へのご参加をお願いいたします。

高

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　相田　相田【あいだ】【あいだ】

  TEL:  TEL:５６５０－５３３５５６５０－５３３５

　　FAX:FAX:３６９０－７２８８３６９０－７２８８

〈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だより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時間程度の簡単なボランティアセンターだより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。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：：７月１０日７月１０日・・９月１０日９月１０日・・１１月１２日１１月１２日・・１月１０日１月１０日・・３月１１日　午前１０時～正午３月１１日　午前１０時～正午

　　　　    次回の発送作業日は７月１０日次回の発送作業日は７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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ブイブイ

　　４月２３日４月２３日((月月))午後６時半から午後６時半から「かつしかＶ「かつしかＶ

ネット」ネット」第８回総会がウェルピアかつしか１階ボ第８回総会がウェルピアかつしか１階ボ

ランティア活動室で開かれました。ランティア活動室で開かれました。総会には２０総会には２０

団体及び個人ボランティアを含む２７名の方々が団体及び個人ボランティアを含む２７名の方々が

出席されました。出席されました。下山会長の挨拶の後、下山会長の挨拶の後、今年４月今年４月

に新しく着任された田浦ボランティアセンター所に新しく着任された田浦ボランティアセンター所

長から長から「横につなげるネットワークとしての存在「横につなげるネットワークとしての存在

は重要で、は重要で、期待する」期待する」との激励の挨拶をいただきとの激励の挨拶をいただき

ました。ました。その後、その後、議長に鶴岡さん議長に鶴岡さん（葛飾音訳ボラ（葛飾音訳ボラ

ンティアの会）ンティアの会）を選出し、を選出し、平成２３年度の活動報平成２３年度の活動報

告、告、会計報告ならびに監査報告が原案通り拍手で会計報告ならびに監査報告が原案通り拍手で

承認されました。承認されました。審議では会費の値上げを今後検審議では会費の値上げを今後検

討課題にしていくこと、討課題にしていくこと、また今年度はこのまた今年度はこの「セン「セン

ターだより」ターだより」が隔月が隔月（奇数月）（奇数月）発行に変更された発行に変更された

ためＶＮＮためＶＮＮ((Ｖネットニュース）Ｖネットニュース）の適宜発行の適宜発行・・発発

送を含め、送を含め、情報発信や交換に必要な対応をするこ情報発信や交換に必要な対応をするこ

と、と、交流会や新年会の実施、交流会や新年会の実施、緊急時や必要な時に緊急時や必要な時に

加盟団体にメールを活用し協力を求めていくこと、加盟団体にメールを活用し協力を求めていくこと、

またまた「ボランティアまつり」「ボランティアまつり」に協力していくことに協力していくこと

などの活動計画案と予算案が承認されました。などの活動計画案と予算案が承認されました。総総

会終了後、会終了後、出席団体の自己紹介を行ないました。出席団体の自己紹介を行ないました。

なお、なお、今年度あらたに２団体がＶネットに加入さ今年度あらたに２団体がＶネットに加入さ

れました。れました。また加入継続や新規加入の手続きをさまた加入継続や新規加入の手続きをさ

れていない団体れていない団体・・個人の方は速やかにボランティ個人の方は速やかにボランティ

ア登録を行なった上、ア登録を行なった上、加盟をお願いします。加盟をお願いします。

                                                          かつしかＶネットかつしかＶネット

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。

　　

第８回総会を開催　相互交流と情報交換のネット第８回総会を開催　相互交流と情報交換のネット

ワークの強化ワークの強化・・拡大などを目指す拡大などを目指す

＜前期＞＜前期＞
  

講座「かつしかボランティア学」

              ※※  区民大学単位認定講座区民大学単位認定講座

●時間　　　　全４回とも　午後２時～４時●時間　　　　全４回とも　午後２時～４時

●場所　　　　ウェルピアかつしか１階　ボランティア活動室●場所　　　　ウェルピアかつしか１階　ボランティア活動室

●対象●対象・・定員　区内在住定員　区内在住・・在勤在勤・・在学在学（高校生以上）　４０名（高校生以上）　４０名

●申し込み　　６月８日●申し込み　　６月８日((金金))までに、までに、電話か電話かFAXFAXでお申込ください。でお申込ください。

              TEL:              TEL:５６９８－２５１１　５６９８－２５１１　FAX:FAX:５６９８－２５１２５６９８－２５１２

　　　　　　　　　　　　　　        ※※  定員を超えた場合は抽選になります。定員を超えた場合は抽選になります。

「無縁社会」「無縁社会」ついて考えた昨年度。ついて考えた昨年度。東日本大震災以降、東日本大震災以降、家族や地域の家族や地域の「絆」「絆」に関心が高まっに関心が高まっ

ていますが、ていますが、孤立死のニュースも相次いでいます。孤立死のニュースも相次いでいます。２４年度の前期講座では、２４年度の前期講座では、福祉制度等を福祉制度等を

学びながら、学びながら、様々な課題を抱える家族や様々な課題を抱える家族や地域と、地域と、ボランティアがどのように関われるボランティアがどのように関われる

かを考えます。かを考えます。

回 日程 内　容　/　講 師

1 ６月１２日(火)
福祉とボランティア活動
　(財)富士福祉事業団理事長　枝見太朗氏

２ ６月１９日(火)
介護保険制度とボランティア
　　高齢者総合相談センター堀切　職員

３ ６月２６日(火)
障害者自立支援法　地域で共に暮らすために
　　自立生活支援センター　職員

４ ７月３日(火)
災害とボランティア活動
　　区防災課　村杉昇係長
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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、慈恵医大葛飾医療センター、慈恵医大葛飾医療センター、葛飾ロイヤルケアセンター、葛飾ロイヤルケアセンター、四ツ木診四ツ木診

        療所、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、デイサービスセンター堀切、デイサービスセンターデイサービスセンター

        水元、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、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、ふれあいサロンふれあいサロン

ボランティアの方ボランティアの方

が撮影した、が撮影した、横浜横浜

山下公園の日本郵山下公園の日本郵

船船「氷川丸」「氷川丸」です。です。

氷川丸は現在８２氷川丸は現在８２

歳で、歳で、中は見学が中は見学が

できるそうです。できるそうです。

（ホームページでは（ホームページでは

カラーでご覧いたカラーでご覧いた

だけます。）だけます。）


