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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　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７月２１日今後の開所日は７月２１日・・８月４８月４・・１８日１８日・・９月１日です。９月１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６月末日）（平成２４年６月末日）

　個人登録　個人登録 ：： １６３名１６３名

　団体登録　団体登録 ：： ７５団体７５団体

　　（団体）　　２　　（団体）　　２ ,, ５３１名５３１名

　　　　合計　　２　　　　合計　　２ ,, ６９４名６９４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、は２４年度より２ヵ月に１、回奇数月回奇数月((５５・・７７・・９９・・１１１１・・１１・・３月３月))

の１５日の発行になりました。の１５日の発行になりました。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「葛飾

社協だより」社協だより」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

①ボランティア活動する本人が、①ボランティア活動する本人が、希望施設の職員と希望施設の職員と

　　・・活動日時活動日時（月日、（月日、開始時間、開始時間、終了時間）終了時間）

　　・・活動内容活動内容（話し相手、（話し相手、食事介助、食事介助、屋外活動など）屋外活動など）

　　・・活動条件活動条件（検便が必要か、（検便が必要か、お弁当やタオルなどお弁当やタオルなど

　　の持ち物の確認）　　の持ち物の確認）

　などについて十分に話し合って決めてください。　などについて十分に話し合って決めてください。

②初めて活動する施設の場合は、②初めて活動する施設の場合は、できるだけ事前にできるだけ事前に

　施設を訪問し、　施設を訪問し、オリエンテーションを受けてくだオリエンテーションを受けてくだ

　さい。　さい。

③できるだけ１つの施設で３日間以上活動を行って③できるだけ１つの施設で３日間以上活動を行って

　ください。　ください。

　受け入れ施設の要望として、　受け入れ施設の要望として、人と関わる活動であ人と関わる活動であ

　り、　り、慣れていただく必要があるためです。慣れていただく必要があるためです。

④ボランティア活動保険に加入してください。④ボランティア活動保険に加入してください。

　ボランティアセンター職員から説明をうけ、　ボランティアセンター職員から説明をうけ、加入加入

　　

　する保険プランを選び手続きをします。　する保険プランを選び手続きをします。

　（保険料　（保険料：：300300円～円～700700円必要）円必要）活動が始まる前に活動が始まる前に

　加入手続きをしていただきます。　加入手続きをしていただきます。

⑤ボランティア活動先⑤ボランティア活動先・・期間が決定したらボラン期間が決定したらボラン

　ティアセンターまでご連絡ください。　ティアセンターまでご連絡ください。

　活動状況などをお知らせいただきたいと思います。　活動状況などをお知らせいただきたいと思います。

　その他、　その他、活動するうえでのご相談に応じます。活動するうえでのご相談に応じます。

※検便※検便（細菌検査）（細菌検査）が必要な施設で活動する場合は、が必要な施設で活動する場合は、

　各自で、　各自で、活動を始める前に結果がわかるように、　活動を始める前に結果がわかるように、　

　検査を受けてください。　検査を受けてください。費用は、費用は、自己負担となり自己負担となり

　ます。　ます。

　検査は、　検査は、金町保健センターやかかりつけの病院等金町保健センターやかかりつけの病院等

　で受けてください。　で受けてください。

夏休み中のボランティア活動について夏休み中のボランティア活動について
かつしかボランティアセンターでは、かつしかボランティアセンターでは、「ボランティア募集施設案内」「ボランティア募集施設案内」（保育園編、（保育園編、高齢者高齢者・・障がい者障がい者・・児童児童

施設編）施設編）の冊子の冊子（ホームページでもご覧いただけます）（ホームページでもご覧いただけます）で、で、夏休み中のボランティア受け入れ施設や、夏休み中のボランティア受け入れ施設や、ボボ

ランティア保険、ランティア保険、検便検便（細菌検査）（細菌検査）について、について、ご案内をしています。ご案内をしています。
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舞台発表舞台発表  　　１１時２０分～　　１１時２０分～

地域の皆さまの力が必要です！地域の皆さまの力が必要です！

生活支援ボランティア　メンバー募集生活支援ボランティア　メンバー募集
～地域での見守り～地域での見守り・・支え合い～支え合い～

高齢の方や障がいのある方が、高齢の方や障がいのある方が、地域で暮らすためのお手伝いをしてみませんか？地域で暮らすためのお手伝いをしてみませんか？

◆生活支援ボランティアとは◆生活支援ボランティアとは

　高齢の方や障がいのある方々が、　高齢の方や障がいのある方々が、日常生活の中で日常生活の中で『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、　

　地域のボランティアの皆さんが、　地域のボランティアの皆さんが、そのちょっとしたそのちょっとした“困りごと”“困りごと”をお手伝いするものです。をお手伝いするものです。

◆生活支援ボランティア随時募集！◆生活支援ボランティア随時募集！

　　・・男女問わず、男女問わず、どなたでも活動できます。どなたでも活動できます。

　　・・報酬は活動１回につき報酬は活動１回につき300300円です。円です。

◆主な活動内容◆主な活動内容

　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・・蛍光灯の交換蛍光灯の交換・・小規模な植木のせん定、小規模な植木のせん定、草むしり　などです。草むしり　などです。

※活動を希望される方は、※活動を希望される方は、ボランティアセンターまでお問い合わせください。ボランティアセンターまでお問い合わせください。

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」つくりつくりに関心が高まっている中、に関心が高まっている中、「地域のつながり」「地域のつながり」

について受講者の皆さんに考えていただきました。について受講者の皆さんに考えていただきました。  

かつしかボランティア学＜前期＞開催報告かつしかボランティア学＜前期＞開催報告

回 日程 内容 参加者数

1 ６月１２日 福祉とボランティア活動 ２２人

2 ６月１９日 介護保険制度とボランティア １７人

3 ６月２６日 障害者自立支援法　地域で共に暮らすために １３人

4 ７月３日 災害とボランティア活動 １６人

 
介護保険や障害者の

サービスなど詳しく

知ることができた。 

 
ボランティアの

基本を知った。
 

活動の振返り

になり、励みに

もなった。 

やりたいと思うときが

行動する時と感じた。

受講された方の感想受講された方の感想

ボランティアやります！ボランティアやります！

家で気持ちの沈んでいる方、家で気持ちの沈んでいる方、子育てでお疲れの方、子育てでお疲れの方、ご自宅でアロマトリートメントでリフレッシュしませご自宅でアロマトリートメントでリフレッシュしませ

んか？施設に入所されている方もご相談ください。んか？施設に入所されている方もご相談ください。

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：平沢平沢【ひらさわ】　【ひらさわ】　 TEL: TEL:０９０－４０５６－５８３７０９０－４０５６－５８３７

アロマトリーメントの出張ボランティアアロマトリーメントの出張ボランティア

内容内容：：手や足など１箇所の短時間のアロマトリートメント手や足など１箇所の短時間のアロマトリートメント（１５分程度）（１５分程度）

費用費用：：アロマの材料費のみアロマの材料費のみ（５００円程度～。（５００円程度～。使用するアロマについて使用するアロマについて

　　　はご相談ください。）　　　はご相談ください。）

対象対象：：柴又周辺から自転車で行ける範囲柴又周辺から自転車で行ける範囲

時間時間：：ご相談ください。ご相談ください。

注意注意：：通院中の方はお医者さんの了解を得てください。通院中の方はお医者さんの了解を得てください。また、また、体調のす体調のす

　　　ぐれない方はお引き受けできない場合があります。　　　ぐれない方はお引き受けできない場合があります。

※後期は１０月※後期は１０月

　開催予定です。　開催予定です。
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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

＜＜((ＮＮ))未来空間ぽむぽむ未来空間ぽむぽむ    納涼会でのボランティア＞納涼会でのボランティア＞

日時日時：：８月１８日８月１８日（土）（土）    午後５時～８時午後５時～８時

活動場所活動場所：：テクノプラザかつしかテクノプラザかつしか（青戸（青戸7-2-17-2-1））

募集人員募集人員：：１０名１０名

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　山崎　山崎・・佐和佐和【やまざき【やまざき・・さわ】さわ】

   TEL:   TEL:３６０４－７５９６３６０４－７５９６

　　 FAX: FAX:３６０４－７５９６３６０４－７５９６

８月１８日にテクノプラザを会場に開催する納涼会のお手伝いをしてくださる方を募集し８月１８日にテクノプラザを会場に開催する納涼会のお手伝いをしてくださる方を募集し

ます。ます。

　　

障

＜特別養護老人ホーム＜特別養護老人ホーム「すずうらホーム」「すずうらホーム」    納涼祭でのボランティア＞納涼祭でのボランティア＞

日時日時：：８月２６日８月２６日((日日))　午後２時３０分受付　午後７時３０分解散　午後２時３０分受付　午後７時３０分解散

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））

服装服装：：浴衣や甚平または動きやすい服装浴衣や甚平または動きやすい服装

※※  男女問いません男女問いません

｢｢すずうらホーム納涼祭」すずうらホーム納涼祭」のお手伝いをしてくださる方を募集します。のお手伝いをしてくださる方を募集します。浴衣や甚平などをお浴衣や甚平などをお

持ちの方は、持ちの方は、ぜひ当日着用してご参加ください。ぜひ当日着用してご参加ください。（自分で着ることができない方は当日施設（自分で着ることができない方は当日施設

で着付けを行ないますので、で着付けを行ないますので、午後２時までに浴衣をご持参ください。）午後２時までに浴衣をご持参ください。）

高

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　池田　池田・・佐久間佐久間・・遠藤遠藤

  【いけだ【いけだ・・さくまさくま・・えんどう】えんどう】

  TEL:  TEL:５６７０－３０１０５６７０－３０１０

　　FAX:FAX:５６７０－３７７２５６７０－３７７２

＜水元そよかぜ園＜水元そよかぜ園    夏祭りでのボランティア＞夏祭りでのボランティア＞

日時日時：：８月１１日８月１１日（土）（土）    午後３時集合午後３時集合

                                          　（開催時間は午後３時３０分～９時）　（開催時間は午後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：：６０名６０名（高校生以上）（高校生以上）

※交通費支給※交通費支給

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　中里　中里【なかざと】【なかざと】

   TEL:   TEL:３６０７－５６５６３６０７－５６５６

模擬店のお手伝い模擬店のお手伝い((調理調理・・販売等販売等))、、ゲームのイベントのお手伝いゲームのイベントのお手伝い((ゲームの説明ゲームの説明・・スタッフスタッフ

等等))、、駐輪場でのお手伝い駐輪場でのお手伝い((自転車の整理自転車の整理・・誘導等誘導等))、、その他園内でのお手伝いをしてくださその他園内でのお手伝いをしてくださ

る方を募集します。る方を募集します。

障

〈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！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。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：：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９月１０日次回の発送作業日は９月１０日（月）（月）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：：TELTEL５６９８－２５１１５６９８－２５１１（担当（担当：：田口）田口）

他
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ボランティア募集ボランティア募集  

＜高砂福祉館＜高砂福祉館    高砂フェスティバル高砂フェスティバル20122012 でのボランティア＞でのボランティア＞

日時日時：：９月２日９月２日（日）（日）    午前９時～午後４時午前９時～午後４時

活動場所活動場所：：高砂福祉館高砂福祉館（高砂（高砂5-10-15-10-1））

〆切〆切：：８月１７日８月１７日((金金))

※昼食あり。※昼食あり。上履きをご持参の上、上履きをご持参の上、動きやすい服装でご動きやすい服装でご

参加ください。参加ください。

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　竹内　竹内【たけうち】【たけうち】

   TEL:   TEL:５６９９－６２２１５６９９－６２２１

　　 FAX: FAX:５６９９－６２２９５６９９－６２２９

高砂フェスティバル高砂フェスティバル2012(2012(旧旧  高砂ふれあい祭り高砂ふれあい祭り))で利用者の方の支援、で利用者の方の支援、会場整備、会場整備、

模擬店のお手伝いをしてくださる方を募集します。模擬店のお手伝いをしてくださる方を募集します。

　　

　　

障

＜障がい者就労支援施設＜障がい者就労支援施設  「ぽむの樹」「ぽむの樹」    秋まつりでのボランティア＞秋まつりでのボランティア＞

日時日時：：１０月初旬予定１０月初旬予定    午前１０時～午後３時午前１０時～午後３時

募集人員募集人員：：５名５名

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　山崎　山崎・・佐和佐和【やまざき【やまざき・・さわ】さわ】

   TEL:   TEL:３６０４－５６５８　３６０４－５６５８　 FAX: FAX:３６０４－５６５８３６０４－５６５８

１０月初旬に開催予定の秋祭りのお手伝いをしてくださる方を募集します。１０月初旬に開催予定の秋祭りのお手伝いをしてくださる方を募集します。

詳しくはお問い合わせください。詳しくはお問い合わせください。

障

 

運転ボランティアなどをしている原田博さんがＧＷに東北被災地でボランティアをしてきました。運転ボランティアなどをしている原田博さんがＧＷに東北被災地でボランティアをしてきました。

５月３日午前２時頃、５月３日午前２時頃、４名で葛飾区から車でどしゃ降りの雨の中を出発。４名で葛飾区から車でどしゃ降りの雨の中を出発。午前７時前仙台に到着。午前７時前仙台に到着。

朝食後、朝食後、仮設住宅を訪問し、仮設住宅を訪問し、皆さんと一緒にラジオ体操と皆さんと一緒にラジオ体操とお茶っ子お茶っ子をした。をした。

皆さんはすごく元気だったが、皆さんはすごく元気だったが、たぶん気丈に振舞っているのだと思った。たぶん気丈に振舞っているのだと思った。

気になるのは、気になるのは、集まるのは女性ばかりで、集まるのは女性ばかりで、男性はなかなか出てこないこと。男性はなかなか出てこないこと。

その後、その後、一日中雨のため、一日中雨のため、外での作業は無く、外での作業は無く、翌日のお祭り準備を屋内で行った。翌日のお祭り準備を屋内で行った。

５月４日は雨もあがり、５月４日は雨もあがり、朝からお祭り会場での設営、朝からお祭り会場での設営、昼からお祭りの運営のお手伝いを行った。昼からお祭りの運営のお手伝いを行った。お餅、お餅、焼焼

きそば、きそば、とん汁、とん汁、飲み物の売店のお手伝いと、飲み物の売店のお手伝いと、「すずめ踊り」「すずめ踊り」という踊り、という踊り、こじまいずみさんのコンサーこじまいずみさんのコンサー

ト、ト、ビンゴ大会をみんなで分担した。ビンゴ大会をみんなで分担した。

５月５日は石巻に移動し被災地を見て回った。５月５日は石巻に移動し被災地を見て回った。家ごと流された人たちが、家ごと流された人たちが、元の場所でテントを張って、元の場所でテントを張って、わわ

かめなどの特産品販売をしていたので、かめなどの特産品販売をしていたので、少しお話が出来た。少しお話が出来た。当時のテレビ映像では流れない生々しい状況当時のテレビ映像では流れない生々しい状況

を語っていた。を語っていた。また、また、その近所に住んでいたというおばちゃんが、その近所に住んでいたというおばちゃんが、久しぶりに来たと言って涙を流してい久しぶりに来たと言って涙を流してい

たが、たが、「涙は全部出し切って、「涙は全部出し切って、もう無いはずなのに、もう無いはずなのに、ここに来ると、ここに来ると、なぜか、なぜか、また涙が出てくる」また涙が出てくる」と言っと言っ

ていたので、ていたので、いたたまれない気持ちになった。いたたまれない気持ちになった。

 
お茶飲み

会のこと

   
 

     

ボランティアのやることは、ボランティアのやることは、

だんだん内容は変わってきだんだん内容は変わってき

ているが、ているが、まだまだいくらまだまだいくら

でもやることはあるので、でもやることはあるので、

これからも行ける人はどんこれからも行ける人はどん

どん行って欲しいと思う。どん行って欲しいと思う。

とにかく長期戦です。とにかく長期戦です。

お祭り会場の門脇小学校お祭り会場の門脇小学校：：NHKN HK 紅白で長渕さんがライブをした場所です。紅白で長渕さんがライブをした場所です。
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ブイブイ

　　『葛飾の川をきれいにする会』『葛飾の川をきれいにする会』は昭和４８年には昭和４８年に

設立しました。設立しました。主な活動は区内の５河川８地区を主な活動は区内の５河川８地区を

毎月第３日曜日に行なう定期水質調査をはじめ、毎月第３日曜日に行なう定期水質調査をはじめ、

河川見学会、河川見学会、区が主催する環境区が主催する環境・・緑化フェアや綾緑化フェアや綾

瀬川クリーン瀬川クリーン・・キャンペーンの出展、キャンペーンの出展、河川環境向河川環境向

上のためのイベント上のためのイベント「新中川と遊ぼう」「新中川と遊ぼう」の開催、の開催、

河川美化看板の提出や小中学校の河川水質調査の河川美化看板の提出や小中学校の河川水質調査の

指導、指導、さらには綾瀬川の水環境モニターなど様々さらには綾瀬川の水環境モニターなど様々

な活動を行なっています。な活動を行なっています。

　今年の　今年の『葛飾納涼花火大会』『葛飾納涼花火大会』はは「葛飾区制施行「葛飾区制施行

８０周年８０周年・・東日本大震災被災地復興支援」東日本大震災被災地復興支援」をメイをメイ

ンテーマに掲げて７月２４日ンテーマに掲げて７月２４日((火火))に実施されまに実施されま

す。す。当会は区民へのお祝いと日本文化である当会は区民へのお祝いと日本文化である

「凧」「凧」に親しんでもらい、に親しんでもらい、記念花火大会を盛り上記念花火大会を盛り上

げるために、げるために、葛飾区観光協会を通じて、葛飾区観光協会を通じて、新潟県観新潟県観

光協会へ協力を依頼し、光協会へ協力を依頼し、“凧合戦”“凧合戦”で有名な白根ので有名な白根の

２４畳の大凧を披露できることになりました。２４畳の大凧を披露できることになりました。白白

根の大凧は３００年の歴史があり、根の大凧は３００年の歴史があり、ギネス記録をギネス記録を

持っています。持っています。

　また、　また、当会は花火大会当日、当会は花火大会当日、子どもたちに３５子どもたちに３５

センチのダイヤ凧作りと凧揚げを楽しんでもらうセンチのダイヤ凧作りと凧揚げを楽しんでもらう

予定です。予定です。皆様のご参加をお待ちしています。皆様のご参加をお待ちしています。（参（参

加費は無料）加費は無料）

会場会場：：寅さん記念館土手下寅さん記念館土手下

時間時間：：午後１時～３時３０分午後１時～３時３０分

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。

　　

葛飾の河川水質調査や見学会などを実施　今年は葛飾の河川水質調査や見学会などを実施　今年は「葛飾納涼花火大会」「葛飾納涼花火大会」に凧揚げで参加に凧揚げで参加

 

葛飾の川をきれいにする会のご紹介葛飾の川をきれいにする会のご紹介

～輝く海～輝く海・・つながる絆つながる絆・・広がる笑顔～一緒にときめこう沖縄！をテーマに那覇市で開催され広がる笑顔～一緒にときめこう沖縄！をテーマに那覇市で開催され

ました。ました。私は連続８回目の参加となります。私は連続８回目の参加となります。障がい者とボランティアが沖縄の美ら海障がい者とボランティアが沖縄の美ら海(( ちゅらちゅら

うみうみ)) に集い、に集い、スキューバダイビングやマリンスポーツを楽しみながら、スキューバダイビングやマリンスポーツを楽しみながら、互いに助け合い支え互いに助け合い支え

合う触れあいと交流を通して心を通わせ、合う触れあいと交流を通して心を通わせ、喜びや感動を共有することができるステキな大会喜びや感動を共有することができるステキな大会

です。です。今年は台風の後、今年は台風の後、梅雨も明け、梅雨も明け、待望のエメラルドグリーンの海でのダイビングやマリ待望のエメラルドグリーンの海でのダイビングやマリ

ンスポーツを楽しむことが実現し、ンスポーツを楽しむことが実現し、みんな大喜びでした！みんな大喜びでした！

車イスで生活され、車イスで生活され、ボランティアセンターの各種講座の講師としてご協力いただいているボランティアセンターの各種講座の講師としてご協力いただいている「かつしか福「かつしか福

祉グループ」祉グループ」の髙田さんからの投稿です。の髙田さんからの投稿です。

「第１５回バリアフリーダイビング全国大会「第１５回バリアフリーダイビング全国大会inin沖縄」沖縄」

                                                          に車イスで参加してきました！に車イスで参加してきました！

かつしか福祉グループかつしか福祉グループ

    髙髙  田田    和和  江江

手前右側が私です手前右側が私です

サメに遭遇！サメに遭遇！ 大きなサザナミフグです大きなサザナミフグです

（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。）
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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

ボランティアの方が撮ボランティアの方が撮

影した、影した、５月２１日の５月２１日の

金環日食とお花茶屋駅金環日食とお花茶屋駅

前の曳舟川親水公園に前の曳舟川親水公園に

いるカルガモの親子でいるカルガモの親子で

す。す。

金環日食は特殊なフィ金環日食は特殊なフィ

ルターを使って撮影しルターを使って撮影し

たそうです。たそうです。

（ホームページではカ（ホームページではカ

ラーでご覧いただけまラーでご覧いただけま

す。）す。）


