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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１１月１７日今後の開所日は１１月１７日・・１２月１１２月１・・１５日です。１５日です。

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

 
 

　『第２４回かつしかボランティアまつり』　『第２４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、ご家族やお友達とお誘い合わせの上、ご家族やお友達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。

第８回第８回  ウェルピアまつりウェルピアまつり
１２月９日１２月９日 （日）　１０（日）　１０ ：： ００～１５００～１５ ：： ００００

（販売等開始は１０（販売等開始は１０ ：： ４０～）４０～）

会場会場 ：： ウェルピアかつしかウェルピアかつしか

   ボランティア登録状況ボランティア登録状況

      （平成２４年１０月末日）（平成２４年１０月末日）

        個人登録個人登録：：１８６名１８６名

  　団体登録　団体登録：：８４団体８４団体

    （団体）　２（団体）　２,, ８１４名８１４名

　　    合計　合計　  ３３ ,, ０００名０００名

２ ペ ー ジ２ ペ ー ジ

まつりまつり・・生活支援生活支援ﾎﾞﾗﾎﾞﾗ募集募集

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

運 転 ボ ラ 募 集運 転 ボ ラ 募 集

３３･･ ４ページ４ページ

ボラ募集ボラ募集・・災害ボラ講座災害ボラ講座
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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：：前日準備、前日準備、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８日前日　１２月８日（土）　午前１０時～正午（土）　午前１０時～正午

　　　当日　１２月９日　　　当日　１２月９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：：１０名前後１０名前後

　　　　　　　　　　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。

 

＊ボッチャ体験＊ボッチャ体験 （えいちにっくす）（えいちにっくす）

＊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）

＊ＤＡＩＳＹ＊ＤＡＩＳＹ((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＆遊びコーナー＊盆踊り体験＆遊びコーナー

　　　　                            　　　　　　　（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）

＊おはなし会＊おはなし会 （おはなしぽけっと）（おはなしぽけっと）

＊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）

＊＊葛葛西囃子西囃子 （（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）

＊小学生ヒップホップダンス＊小学生ヒップホップダンス((葛葛飾幼児グループ）　飾幼児グループ）　

＊タイ舞踊＊タイ舞踊

　　　　　　（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）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）

＊太鼓演奏＊太鼓演奏 （夢太鼓）（夢太鼓）

＊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）

＊学生ボランティア発表＊学生ボランティア発表 （ボランティアスクール）（ボランティアスクール）

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：：福島福島【ふくしま】）【ふくしま】）

申込み期限申込み期限：：１１月３０日１１月３０日（金）（金）までまで

 

1010 ：： ４０～４０～

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

　ヨーヨーつり　ヨーヨーつり・・ポップコーンポップコーン・・綿あめ綿あめ・・

　飲み物など　飲み物など

  （＊こまどり会（＊こまどり会／／**ボランティアまつり実行委ボランティアまつり実行委

　員会　員会））

（（**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／**災害ボラン災害ボラン

ティアグループティアグループ  コアかつしか／コアかつしか／**葛飾たんぽ葛飾たんぽ

ぽ会／ぽ会／**こまどりの会／こまどりの会／**はぁーとのわ／はぁーとのわ／**葛葛

飾区デフママの会／飾区デフママの会／**かがやけ共同作業所）かがやけ共同作業所）

模擬店模擬店

新鮮野菜新鮮野菜・・焼きそば焼きそば・・たこ焼きたこ焼き・・いないな

り寿司り寿司・・おでんおでん・・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／**わかばわかば

かつしか／かつしか／**たすかーる葛飾／たすかーる葛飾／**水元そよかぜ水元そよかぜ

園）園）
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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

　　

＜ビーズ教室＜ビーズ教室  講師のアシスタントボランティア＞講師のアシスタントボランティア＞

日時日時：：毎月第４金曜日毎月第４金曜日((月１回月１回))

活動場所活動場所：：亀有地区センター会議室亀有地区センター会議室（亀有（亀有3-26-13-26-1　リリオ館　リリオ館77階）階）

募集人員募集人員：：１名１名

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　高齢者総合相談センター亀有高齢者総合相談センター亀有

　石黒　石黒【いしぐろ】【いしぐろ】

  TEL:  TEL:６２４０－７６３０６２４０－７６３０

　　FAX:FAX:６２４０－７６３８６２４０－７６３８

高齢者の介護予防のグループ２０名くらいでビーズアクセサリーなどを作っていま高齢者の介護予防のグループ２０名くらいでビーズアクセサリーなどを作っていま

すが、すが、講師が一人で手が回らない状態です。講師が一人で手が回らない状態です。手芸の好きな方、手芸の好きな方、ビーズ細工に興味のビーズ細工に興味の

ある方を募集します。ある方を募集します。

高

＜有終支援いのちの山彦電話＜有終支援いのちの山彦電話    電話相談ボランティア＞電話相談ボランティア＞

日時日時：：平成２５年１月１８日平成２５年１月１８日（金）（金）    午後２時～４時午後２時～４時

場所場所：：台東区生涯学習センター台東区生涯学習センター((台東区西浅草台東区西浅草3-25-163-25-16））

定員定員：：２４名２４名

研修期間研修期間：：平成２５年２月～１０月平成２５年２月～１０月((およそ月２回およそ月２回  計１８回計１８回))

研修費用研修費用：：20,00020,000円円

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　 ( (ＮＮ))有終支援いのちの山彦電話有終支援いのちの山彦電話

　　  酒井酒井【さかい】【さかい】

   TEL:   TEL:３８４２－５３１２３８４２－５３１２

　　 FAX: FAX:３８４２－５３１２３８４２－５３１２

生きづらさをかかえている方、生きづらさをかかえている方、病気の不安に直面されている方など、病気の不安に直面されている方など、こころの悩みをこころの悩みを

受けとめ、受けとめ、寄り添っていく活動をしています。寄り添っていく活動をしています。

電話相談ボランティアになっていただくための研修を実施します。電話相談ボランティアになっていただくための研修を実施します。

連絡先連絡先・・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

　竹内　竹内【たけうち】【たけうち】

  TEL:  TEL:５６９８－２５１１５６９８－２５１１

　　FAX:FAX:５６９８－２５１２５６９８－２５１２

＜学習指導のボランティア＞＜学習指導のボランティア＞

日時日時：：応相談応相談

活動場所活動場所：：東新小岩東新小岩

高

連絡先連絡先・・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

　田口　田口【たぐち】【たぐち】

  TEL:  TEL:５６９８－２５１１５６９８－２５１１

　　FAX:FAX:５６９８－２５１２５６９８－２５１２

＜車いす介助のボランティア＞＜車いす介助のボランティア＞

日時日時：：週２～３回、週２～３回、暖かい晴れた日の午前１１時～正午暖かい晴れた日の午前１１時～正午

活動場所活動場所：：柴又柴又

募集人員募集人員：：３～４名３～４名

※※  交通費支給交通費支給

９１歳女性で２階に住んでいるが、９１歳女性で２階に住んでいるが、エレベーターが無く外出ができないため、エレベーターが無く外出ができないため、車い車い

すごと持ち上げて、すごと持ち上げて、階段を上り下りしてくれるボランティアを募集します。階段を上り下りしてくれるボランティアを募集します。

東新小岩にお住いの４０代の男性、東新小岩にお住いの４０代の男性、通信制の高校で勉強中です。通信制の高校で勉強中です。

国語国語・・数学数学・・英語の学習指導をしてくださるボランティアをさがしています。英語の学習指導をしてくださるボランティアをさがしています。

自宅に来ていただくか、自宅に来ていただくか、近所の図書館で教えていただくなど、近所の図書館で教えていただくなど、詳しい条件は詳しい条件は

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。

他

他
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ボランティア募集ボランティア募集  

　　

〈センターだより発送作業ボランティア募集〉〈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：：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１月１０日次回の発送作業日は１月１０日（木）（木）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

１２月１日１２月１日（土）（土）・・２日２日（日）（日）の２日間で、の２日間で、災害ボランティア養成講座を開講します。災害ボランティア養成講座を開講します。

災害ボランティア活動に理解を深めるとともに、災害ボランティア活動に理解を深めるとともに、葛飾区の葛飾区の「もしも」「もしも」の時に備え、の時に備え、災害ボラ災害ボラ

ンティアとして必要な知識と技術を学び、ンティアとして必要な知識と技術を学び、平常時から地域での災害ボランティア活動が出来平常時から地域での災害ボランティア活動が出来

る人材を養成することを目的としております。る人材を養成することを目的としております。

《日時《日時・・内容》内容》

①① １２月１日１２月１日（土）（土）  午前１０時３０分～午後１２時３０分午前１０時３０分～午後１２時３０分

「葛飾区の防災体制について」「葛飾区の防災体制について」

※葛飾区の現在の防災体制～どのような備えをしておくべきなのか？※葛飾区の現在の防災体制～どのような備えをしておくべきなのか？

②② １２月１日１２月１日  （土）（土）午後１時３０分～午後３時３０分午後１時３０分～午後３時３０分

「災害ボランティアについて」「災害ボランティアについて」

※災害ボランティアとは？～どのような活動があるか、※災害ボランティアとは？～どのような活動があるか、気をつけたいことや心がけ、気をつけたいことや心がけ、必要な必要な

こと。こと。

③③ １２月２日１２月２日（日）（日）  午前１０時３０分～午後１２時３０分午前１０時３０分～午後１２時３０分

「災害ボランティアセンターについて」「災害ボランティアセンターについて」

※災害ボランティアセンターとは？～なぜ立ち上げる必要があるのか、※災害ボランティアセンターとは？～なぜ立ち上げる必要があるのか、役割はどのようなも役割はどのようなも

のなのか。のなのか。センターの運営にあたる災害ボランティアリーダーとして必要な知識。センターの運営にあたる災害ボランティアリーダーとして必要な知識。

④－１④－１  １２月２日１２月２日（日）（日）午後１時３０分～３時午後１時３０分～３時

「災害ボランティアセンター立ち上げ訓練について」「災害ボランティアセンター立ち上げ訓練について」

※災害ボランティアセンターで実際に行われる仕事について、※災害ボランティアセンターで実際に行われる仕事について、実際に体験する。実際に体験する。

④－２　１２月２日④－２　１２月２日（日）（日）午後３時～３時３０分午後３時～３時３０分

「ふりかえり」「ふりかえり」

※①から④－１までの内容のふりかえりとして、※①から④－１までの内容のふりかえりとして、皆さんに皆さんに「災害時にどのような活動ができ「災害時にどのような活動ができ

るのか」るのか」を考えていただき、を考えていただき、災害ボランティア災害ボランティア・・災害ボランティアグループへの登録のご案災害ボランティアグループへの登録のご案

内をします。内をします。

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：：５６９８－２５１１　５６９８－２５１１　FAXFAX：：５６９８－２５１２５６９８－２５１２

災害ボランティア養成講座　受講者募集！災害ボランティア養成講座　受講者募集！

災害ボランティアセンター災害ボランティアセンター

立上げ運営訓練の様子立上げ運営訓練の様子
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ブイブイ

　１０月６日　１０月６日((土土))午後２時からボランティア午後２時からボランティア

活動室で活動室で『Ｖネット交流会』『Ｖネット交流会』を開催しましを開催しまし

た。た。Ｖネット会長挨拶のあと、Ｖネット会長挨拶のあと、ボランティアボランティア

センターの田浦所長からセンターの田浦所長から「意見交換の良い機「意見交換の良い機

会としてください」会としてください」とご挨拶をいただきましとご挨拶をいただきまし

た。た。

～ボランティアになった～ボランティアになった“キッカケ”“キッカケ”

　　　　　　　　　　などを語り合う～　　　　　　　　　　などを語り合う～

　さらに掘り下げて、　さらに掘り下げて、学習が必要なボラン学習が必要なボラン

ティア活動に高度な技術が求められる講座をティア活動に高度な技術が求められる講座を

経て、経て、現在活動をされている参加者にこれま現在活動をされている参加者にこれま

でを振り返っていただきでを振り返っていただき「どのタイミングで「どのタイミングで

活動をやろうと思われたのか」活動をやろうと思われたのか」の質問には、の質問には、

「自分から志す」「自分から志す」「同期のメンバーと「同期のメンバーと“やっ“やっ

てみようか”てみようか”との確認から」との確認から」「講座の要旨「講座の要旨

のの『ボランティア活動を行う者に限る』『ボランティア活動を行う者に限る』にに

より覚悟を決めた」より覚悟を決めた」「講座内で「講座内で『１０年は『１０年は

続けてください』続けてください』との目標の提示があっとの目標の提示があっ

た」、た」、さらにはさらには「家庭環境から外へ目を向「家庭環境から外へ目を向

ける」ける」などのお答えがありました。などのお答えがありました。少なく少なく

とも人との触れ合いの中でボランティア意とも人との触れ合いの中でボランティア意

識が強まったことが一つのキッカケと感じ識が強まったことが一つのキッカケと感じ

ました。ました。

　その後、　その後、ボランティアまつりへの意見交ボランティアまつりへの意見交

換を行い、換を行い、出された要望などは実行委員会出された要望などは実行委員会

で提起しました。で提起しました。

　参加いただいた皆様、　参加いただいた皆様、本当にありがとう本当にありがとう

ございました。ございました。

　　

Ｖネット交流会を開催Ｖネット交流会を開催

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

～活動やイベントの情報を交換～～活動やイベントの情報を交換～

 

◆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２５年１月１８日平成２５年１月１８日（金）　午後１時３０分～４時（金）　午後１時３０分～４時

　ウェルピアかつしか　ウェルピアかつしか  １階社協研修室１階社協研修室（堀切３－３４－１）（堀切３－３４－１）

【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】

  １１月１９日１１月１９日（月）（月）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）でお申し込みくだでお申し込みくだ

さい。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
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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

週１～２回の運転ボランティア活動が可能で、週１～２回の運転ボランティア活動が可能で、福祉に熱意のある方、福祉に熱意のある方、ぜひハンディキャブぜひハンディキャブ

運行事業にご協力ください。運行事業にご協力ください。

現在４台のハンディキャブで、現在４台のハンディキャブで、毎月８０件程運行しています。毎月８０件程運行しています。

詳しくは、詳しくは、かつしかボランティアセンターまでお問い合わせください。かつしかボランティアセンターまでお問い合わせください。

TELTEL：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１（担当（担当：：竹内）竹内）

運転ボランティア募集！運転ボランティア募集！
車いすのまま乗り降りできるリフト付きワゴン車、車いすのまま乗り降りできるリフト付きワゴン車、

ハンディキャブハンディキャブ「ふれあい号」「ふれあい号」の運転ボランティの運転ボランティ

アを募集いたします。アを募集いたします。

＜資格＞普通自動車第ニ種免許を所持しているか、＜資格＞普通自動車第ニ種免許を所持しているか、

福祉有償運送運転者講習を修了している概ね６５福祉有償運送運転者講習を修了している概ね６５

歳までの方。歳までの方。


