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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９月１５日今後の開所日は９月１５日・・１０月６１０月６・・２０日です。２０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８月末日）（平成２４年８月末日）

        個人登録個人登録：：１６６名１６６名

  　団体登録　団体登録：：８２団体８２団体

    （団体）　２（団体）　２,, ８０３名８０３名

　　    合計　合計　  ２２ ,, ９６９名９６９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、は２４年度より２ヵ月に１回、奇数月奇数月((５５・・７７・・９９・・１１１１・・１１・・３月３月))

の１５日発行になりました。の１５日発行になりました。ボランティアに関する情報は、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

　東日本大震災から１年５ヶ月が経過しました。　東日本大震災から１年５ヶ月が経過しました。時間の経過とともに変化する被災地ニーズに対して、時間の経過とともに変化する被災地ニーズに対して、災災

害ボランティアセンターや災害ボランティアは何が必要で何をしなければならないのでしょうか？害ボランティアセンターや災害ボランティアは何が必要で何をしなければならないのでしょうか？

　社協が行った２度のバスツアーに参加した方や被災地の災害ボランティアセンターのスタッフの方々か　社協が行った２度のバスツアーに参加した方や被災地の災害ボランティアセンターのスタッフの方々か

らお話を伺いながら、らお話を伺いながら、災害復興支援ボランティアについて考えます。災害復興支援ボランティアについて考えます。

【日時【日時・・会場】会場】    平成２４年９月２２日平成２４年９月２２日（土）　午後２時～４時（土）　午後２時～４時

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

【内容】【内容】      ①災害復興支援ボラバスツアー参加者からの報告①災害復興支援ボラバスツアー参加者からの報告

                  ②災害ボランティアセンターの役割②災害ボランティアセンターの役割・・機能等について機能等について

                  ③ボランティアをはじめる時③ボランティアをはじめる時･･････。。

【対象】【対象】    区内在住区内在住・・在学在学・・在勤の方在勤の方（高校生以上）（高校生以上）

【定員】【定員】    ４０名４０名（先着順）（先着順）

【申込方法】【申込方法】    「災害ボランティア講座」「災害ボランティア講座」参加希望の旨、参加希望の旨、電話か電話かＦＡＸＦＡＸ（住所（住所・・氏名氏名・・年齢年齢・・電話番号電話番号

                          を記入）を記入）にてお申込みください。にてお申込みください。

【申し込み【申し込み・・問い合わせ】　問い合わせ】　

  ボランティアセンターボランティアセンター

 TEL  TEL ５６９８５６９８--２５１１　２５１１　FAX FAX ５６９８５６９８--２５１２　２５１２　

災害ボランティア講座受講者募集！災害ボランティア講座受講者募集！
～災害復興支援ボランティアバス報告会～災害復興支援ボランティアバス報告会・・災害ボランティア講座開催のお知らせ～災害ボランティア講座開催のお知らせ～

２ ペ ー ジ２ ペ ー ジ

ボラやりますボラやります・・生活支援生活支援ﾎﾞﾗﾎﾞﾗ募集募集

３３ ・・ ４ ペ ー ジ４ ペ ー ジ

ボラ募集ボラ募集･･区民大学区民大学

５ ペ ー ジ５ ペ ー ジ

V ﾈ ｯ ﾄV ﾈ ｯ ﾄ・・介護支援介護支援ｻ ﾎ ﾟ ｰ ﾀ ｰｻ ﾎ ﾟ ｰ ﾀ ｰ

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～

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～◆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”の解決に向けお手伝いの解決に向けお手伝い

    するものです。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。

ボランティアやります！ボランティアやります！

哀愁のひびきと澄み切った高音の復音ハーモニカで、哀愁のひびきと澄み切った高音の復音ハーモニカで、お好きな曲を奏でます。お好きな曲を奏でます。

歌って楽しいひとときを。歌って楽しいひとときを。主役は皆さん主役は皆さん!!!!

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：北折北折【きたおり】【きたおり】  TEL:  TEL:３６９０－１７０５３６９０－１７０５

                                  またはボランティアセンターまでまたはボランティアセンターまで

内内    容容：：ハーモニカの伴奏で皆さんに歌っていただきます。ハーモニカの伴奏で皆さんに歌っていただきます。

                童謡、童謡、唱歌、唱歌、抒情歌、抒情歌、演歌まで幅広く、演歌まで幅広く、レパートリーは２００曲余。レパートリーは２００曲余。１時間程度１時間程度

                の音楽活動です。の音楽活動です。

対対    象象：：デイサービスセンター、デイサービスセンター、各種高齢者施設、各種高齢者施設、歌う会などのレクリエーションタイム歌う会などのレクリエーションタイム

日日    時時：：半月～１ヵ月前にご連絡ください。半月～１ヵ月前にご連絡ください。日程日程・・時間の調整をします。時間の調整をします。

その他その他

条件等条件等：：青戸３丁目から自転車で１５～２０分程度にある各施設青戸３丁目から自転車で１５～２０分程度にある各施設・・会場までまいります。会場までまいります。

                選曲と歌詞は当方でその都度用意しますが、選曲と歌詞は当方でその都度用意しますが、各施設にある物でもＯＫです。各施設にある物でもＯＫです。

                マイクの設備があれば幸いです。マイクの設備があれば幸いです。

ハーモニカで歌の伴奏ボランティアハーモニカで歌の伴奏ボランティア

～～

「楽しく歌おう会」「楽しく歌おう会」
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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 == 学童クラブ学童クラブ・・保育園　他保育園　他 == その他その他

　　

＜やすらぎの郷＜やすらぎの郷    囲碁のボランティア＞囲碁のボランティア＞

日時日時：：応相談応相談（いつでも可）（いつでも可）

活動場所活動場所：：やすらぎの郷やすらぎの郷（新宿（新宿3-4-103-4-10））

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　三上　三上【みかみ】【みかみ】

   TEL:   TEL:５６４８－８２５０５６４８－８２５０

囲碁８段の男性の相手をしてくださる方を募集します。囲碁８段の男性の相手をしてくださる方を募集します。
高

＜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１０月１３日１３日((土土))  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

活動場所活動場所：：((ＮＮ))未来空間ぽむぽむ未来空間ぽむぽむ

                      ぽむの樹ぽむの樹（青戸（青戸5-2-9 5-2-9 青戸ハイツ青戸ハイツ101101））

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:３６０４－５６５８３６０４－５６５８

   FAX:   FAX:３６０４－５６５８３６０４－５６５８

１０月１３日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１３日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

＜葛飾幼児グループ＜葛飾幼児グループ    まつりのお手伝いボランティア＞まつりのお手伝いボランティア＞

日時日時：：１１月１８日１１月１８日（日）（日）    午前８時～午後４時午前８時～午後４時

活動場所活動場所：：青戸児童館内青戸児童館内 ( (ＮＮ))葛飾幼児グループ葛飾幼児グループ（青戸（青戸3-10-53-10-5））

募集人員募集人員：：約２０名約２０名（バザー品についてはお問合せください）（バザー品についてはお問合せください）

〆切〆切：：１１月５日１１月５日((月月))

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　尾花　尾花【おばな】【おばな】

   TEL:   TEL:３６０４－９０２０３６０４－９０２０

　　 FAX: FAX:３６０４－９０２０３６０４－９０２０

１１月１８日開催の葛飾幼児グループまつりでの１１月１８日開催の葛飾幼児グループまつりでの｢｢荷出し」荷出し」「ゲームコーナー」「ゲームコーナー」「保育「保育

の手伝い」の手伝い」「片付け」「片付け」「バザー品「バザー品((日用品日用品・・おもちゃおもちゃ・・瀬戸物瀬戸物))の募集」の募集」をお願いします。をお願いします。

障

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　皆川　皆川【みながわ】【みながわ】

  TEL:  TEL:５６７２－１２７８５６７２－１２７８

　　FAX:FAX:５６７２－１２７７５６７２－１２７７

＜いろりの里＜いろりの里  紅葉紅葉  でのボランティア＞でのボランティア＞

日時日時：：月～土月～土    午前１０時３０分～午後４時３０分午前１０時３０分～午後４時３０分（応相談）（応相談）

活動場所活動場所：：いろりの里いろりの里  紅葉紅葉（宝町（宝町1-26-211-26-21））

募集人員募集人員：：５～６名５～６名

※※  男女問いません男女問いません

高

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　桐ヶ谷　桐ヶ谷【きりがや】【きりがや】

  TEL:  TEL:３６９４－１５７７３６９４－１５７７

　　FAX:FAX:５６９８－１７５７５６９８－１７５７

＜きね川福祉作業所＜きね川福祉作業所    まつりでのボランティア＞まつりでのボランティア＞

日時日時：：１０月２７日１０月２７日((土土)  )  午前９時～午後４時午前９時～午後４時（応相談）（応相談）

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

※※  男女問いません男女問いません（動きやすい服装でお願いします）（動きやすい服装でお願いします）

※※  交通費支給交通費支給

きね川ＧＥＮＫＩまつりにて、きね川ＧＥＮＫＩまつりにて、模擬店やゲームコーナー、模擬店やゲームコーナー、駐輪場の整備等のお手伝駐輪場の整備等のお手伝

いをしてくださる方を募集します。いをしてくださる方を募集します。

障

話相手、話相手、手作業、手作業、ゲームの相手、ゲームの相手、見守り、見守り、食事の準備食事の準備・・片付け、片付け、お茶出し、お茶出し、散歩の同散歩の同

行等をお手伝いくださる方を募集します。行等をお手伝いくださる方を募集します。活動内容についてはご相談ください。活動内容についてはご相談ください。
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ボランティア募集ボランティア募集  

　　

かつしかボランティア学＜後期＞受講者募集かつしかボランティア学＜後期＞受講者募集
 

日程 内　容　/　講 師

第１回 １０月２日
  午後２時～４時

障害のある方々と共に活動すること
　　小林繁氏（明治大学教授）

第２回 １０月９日
  午後２時～４時

障害についてお話しします
　　未来空間ぽむぽむ

第３回 １０月１６日
  午後２時～４時

当事者（本人）・家族・介護者から①

第４回 １０月２３日
  午後２時～４時

当事者（本人）・家族・介護者から②

●時間　　　　全４回とも　水曜日　●時間　　　　全４回とも　水曜日　

●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　　９月２４日●申し込み　　９月２４日((月月))までに、までに、電話かＦＡＸでお申込みください。電話かＦＡＸでお申込みください。

                                ボランティアセンターボランティアセンター

　　                            TEL TEL ５６９８５６９８--２５１１　２５１１　FAX FAX ５６９８５６９８--２５１２２５１２

        ※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。

　　障害のある方ご本人や長年、障害のある方ご本人や長年、障がい者障がい者・・高齢者の支援を行っている方からお話しを聞き、高齢者の支援を行っている方からお話しを聞き、

一緒にできる活動は何かを考えます。一緒にできる活動は何かを考えます。（区民大学単位認定講座）（区民大学単位認定講座）

 

『絆』『絆』づくり？づくり？ボランティアが人と地域とつながるためにボランティアが人と地域とつながるために

〈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：：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１１月１２日次回の発送作業日は１１月１２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

精神保健福祉ボランティア講座のご案内精神保健福祉ボランティア講座のご案内
精神疾患は特別な人の病気ではなく、精神疾患は特別な人の病気ではなく、誰もがかかる可能性のある病気です。誰もがかかる可能性のある病気です。区民の皆様が、区民の皆様が、心に病の心に病の

ある人と出会い、ある人と出会い、障がい者の方が暮らしやすい町を一緒につくっていけるように企画しました。障がい者の方が暮らしやすい町を一緒につくっていけるように企画しました。

日時日時：：１０月１日１０月１日((月月) )  午後１時～３時午後１時～３時

場所場所：：地域活動支援センターコパン地域活動支援センターコパン（新宿（新宿3-9-113-9-11））  ２階２階  地域交流室地域交流室

対象対象：：心の病について理解を深めたい区民の方またはボランティア活動はできる方心の病について理解を深めたい区民の方またはボランティア活動はできる方

内容内容：：講義、講義、施設見学施設見学(( 地域活動支援センターコパン地域活動支援センターコパン・・就労支援施設ビオラ就労支援施設ビオラ)) 、、意見交換意見交換

定員定員：：３０名３０名

〆切〆切：：９月２９日９月２９日((土土) ) 午後６時まで午後６時まで

申込申込・・問合せ問合せ：：地域活動支援センターコパン地域活動支援センターコパン  酒井酒井【さかい】【さかい】 TEL TEL ５８７６－６３２０５８７６－６３２０
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ブイブイ

　今年で３回目を迎える　今年で３回目を迎える「Ｖネット交流会」「Ｖネット交流会」

を下記の日程で開催します。を下記の日程で開催します。

　ボランティア団体および個人ボランティア　ボランティア団体および個人ボランティア

の相互交流と協力により、の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

を推進していく目的で結成されたＶネット。を推進していく目的で結成されたＶネット。

これまで機関紙これまで機関紙『ＶＮＮ』『ＶＮＮ』（Ｖネットニュー（Ｖネットニュー

ス）ス）を適宜発行していますが、を適宜発行していますが、加盟団体の活加盟団体の活

動情報や平成２４年度後半に決定あるいは予動情報や平成２４年度後半に決定あるいは予

定しているイベント企画などの情報を交換定しているイベント企画などの情報を交換

し、し、交流を深めていきましょう。交流を深めていきましょう。

すでに加盟団体および個人の皆様には往復すでに加盟団体および個人の皆様には往復

はがきやメールで情報などをお寄せいただはがきやメールで情報などをお寄せいただ

いていますが、いていますが、交流会当日にその詳細や内交流会当日にその詳細や内

容をお知らせします。容をお知らせします。

　また、　また、併せて１２月９日併せて１２月９日((日日))に開催されに開催され

る第２４回ボランティアまつりへの協力体る第２４回ボランティアまつりへの協力体

制や意見制や意見・・要望などについても話し合いま要望などについても話し合いま

すので、すので、皆様のご参加をお願いします。皆様のご参加をお願いします。

　　

Ｖネット交流会のお知らせＶネット交流会のお知らせ

６５歳以上の元気な方へ　介護支援サポーターを募集します６５歳以上の元気な方へ　介護支援サポーターを募集します

◆介護支援サポーターとは◆介護支援サポーターとは

　介護施設で、　介護施設で、話し相手やレクリエーションのお手伝い、話し相手やレクリエーションのお手伝い、掃除、掃除、園芸など、園芸など、施設に応じた施設に応じた

サポーター活動を行うことにより、サポーター活動を行うことにより、ポイントがもらえる制度です。ポイントがもらえる制度です。

　ポイントは年度末に交付金として受け取ることができます。　ポイントは年度末に交付金として受け取ることができます。介護予防や社会参加にも役介護予防や社会参加にも役

立ちます。立ちます。

◆制度説明会◆制度説明会・・基礎研修会◆基礎研修会◆

　制度の内容　制度の内容・・心構え心構え・・登録手続きなどを説明します。登録手続きなどを説明します。

　登録を希望する方は　登録を希望する方は介護保険証介護保険証をお持ちください。をお持ちください。

【日時【日時・・会場】会場】

  平成２４年１１月１４日平成２４年１１月１４日（水）　午後１時３０分～４時（水）　午後１時３０分～４時

　高砂地区センター　４階会議室　高砂地区センター　４階会議室（高砂３－１－３９）（高砂３－１－３９）

【対象】【対象】区内在住の満６５歳以上で介護保険サービスを区内在住の満６５歳以上で介護保険サービスを

              利用していない方利用していない方

【定員】【定員】４０人４０人（先着順）（先着順）

【申込方法】【申込方法】

  １０月１７日１０月１７日（水）（水）午前９時から午前９時から

  電話か電話かＦＡＸＦＡＸ（サポーター希望（サポーター希望・・住所住所・・氏名氏名・・年齢年齢・・電話番号を記入）電話番号を記入）でお申し込みでお申し込み

  ください。ください。

【申し込み【申し込み・・問い合わせ】　問い合わせ】　

  ボランティアセンターボランティアセンター    TEL TEL ５６９８５６９８--２５１１　２５１１　FAX FAX ５６９８５６９８--２５１２２５１２

 

日時日時：：平成２４年１０月６日平成２４年１０月６日((土土) ) 午後２時から午後２時から

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  ボランティア活動室ボランティア活動室
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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〉　〈葛飾区〉広報課広報課・・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・・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

        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

＊保育園＊＊保育園＊　たかさご保育園　たかさご保育園

＊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ボランティアの方が

撮影した、撮影した、７月２８７月２８

日の隅田川花火大会日の隅田川花火大会

とスカイツリーの共とスカイツリーの共

演です。演です。右が第一会右が第一会

場、場、左が第二会場で左が第二会場で

打ち上げられた花火打ち上げられた花火

です。です。

（ホームページでは（ホームページでは

カラーでご覧いただカラーでご覧いただ

けます。）けます。）


