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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１月１８日今後の開所日は１月１８日・・２月１２月１・・１５日１５日・・３月１日３月１日・・１５１５

日です。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２５年１２月末日）（平成２５年１２月末日）

        個人登録個人登録：：１９３名１９３名

  　団体登録　団体登録：：９０団体９０団体

    （団体）　２（団体）　２,, ５９３名５９３名

　　    合計　合計　  ２２ ,, ７８６名７８６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２ヵ月に１回、は２ヵ月に１回、奇数月奇数月((５５・・７７・・９９・・１１１１・・１１・・３月３月))の１５日発行の１５日発行

です。です。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、偶数月に発行の偶数月に発行の「葛飾社協だより」「葛飾社協だより」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。

　２５年度の発行日は４月２５日、　２５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

　ボランティア活動をしている方々が集まり、　ボランティア活動をしている方々が集まり、お互いの活動の様子を話し交流を深めます。お互いの活動の様子を話し交流を深めます。
　また、　また、ボランティアセンターの事業の報告などもいたします。ボランティアセンターの事業の報告などもいたします。

    　ボランティア活動に興味のある皆様、　ボランティア活動に興味のある皆様、一度参加してみませんか？一度参加してみませんか？

第７回第７回  ボランティアセンター登録者ボランティアセンター登録者・・

                          団体連絡会開催のお知らせ団体連絡会開催のお知らせ

◆対象◆対象

①ボランティアセンターに登録している個人や団体の方①ボランティアセンターに登録している個人や団体の方

②これからボランティアを始めようと考えている方②これからボランティアを始めようと考えている方

◆日時◆日時

３月１日３月１日（土）（土）  午前１０時～正午午前１０時～正午

◆会場◆会場

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

◆共催◆共催

かつしかＶネットかつしかＶネット
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第６２回第６２回  東京都社会福祉大会東京都社会福祉大会

            社会福祉協力者社会福祉協力者『『知事感謝状知事感謝状』』を受賞！！を受賞！！

昨年の１２月に行われた第６２回東京都社会福祉大会において、昨年の１２月に行われた第６２回東京都社会福祉大会において、永年にわたりボランティア活永年にわたりボランティア活

動を通じて社会福祉に協力した方に贈られる社会福祉協力者知事感謝状を、動を通じて社会福祉に協力した方に贈られる社会福祉協力者知事感謝状を、中山文子さんが受中山文子さんが受

賞されました。賞されました。

　中山さんは、　中山さんは、１５年にわたり１５年にわたり「手話ダンス「手話ダンス・・愛」愛」のの

代表をつとめ、代表をつとめ、手話や手話ダンスの指導を通し手話手話や手話ダンスの指導を通し手話

の普及啓発に取り組んでいます。の普及啓発に取り組んでいます。

葛飾区社会福祉協議会が区内の学校等に対して実施葛飾区社会福祉協議会が区内の学校等に対して実施

しているしている「福祉「福祉・・ボランティア出前講座」ボランティア出前講座」に協力しに協力し

て、て、学校の校歌や児童学校の校歌や児童・・生徒から希望のあった曲の生徒から希望のあった曲の

手話訳と指導を行い、手話訳と指導を行い、手話をより身近なものになる手話をより身近なものになる

よう尽力しています。よう尽力しています。対象児童対象児童・・生徒の年齢に応じ生徒の年齢に応じ

て、て、児童児童・・生徒にあった手話コーラスの曲を用意す生徒にあった手話コーラスの曲を用意す

るなど、るなど、きめ細やかで優しい指導には定評がありまきめ細やかで優しい指導には定評がありま

す。す。手話の所作はとてもしなやかで美しく、手話の所作はとてもしなやかで美しく、児童児童・・生生

徒たちの目をひき、徒たちの目をひき、多くの児童多くの児童・・生徒から生徒から「とても「とても

わかりやすかった」わかりやすかった」「手話を勉強してみたくなった」「手話を勉強してみたくなった」

などの意見が寄せられています。などの意見が寄せられています。

　長年にわたり地道な活動により、　長年にわたり地道な活動により、未来を担う児未来を担う児

童童・・生徒の福祉生徒の福祉・・ボランティア精神の涵養につとめボランティア精神の涵養につとめ

てきた功績は大変大きなものです。てきた功績は大変大きなものです。

　表彰会場ではいつものように優雅に手話ダンスを　表彰会場ではいつものように優雅に手話ダンスを

披露されました。披露されました。

学生に手話を教える学生に手話を教える
中山さん中山さん

ボランティア情報交換ボランティア情報交換・・交流会交流会
福祉施設とボランティアとの福祉施設とボランティアとの

「すでにボランティア受け入れているがわからないことがある」「すでにボランティア受け入れているがわからないことがある」 あるいは、あるいは、 「施設でのボランティアって「施設でのボランティアって

何をすればいいの」何をすればいいの」 など、など、 交流会を通して、交流会を通して、 そういった疑問におこたえします。そういった疑問におこたえします。 福祉施設の皆さんと福祉施設の皆さんと

ボランティアとの橋渡しを、ボランティアとの橋渡しを、 専門のファシリテーターを招いて行います。専門のファシリテーターを招いて行います。

◆内容◆内容

情報交換、情報交換、 簡単なワークショップ簡単なワークショップ

などなど((予定予定))

◆対象◆対象

区内福祉施設、区内福祉施設、 ボランティア、ボランティア、 ボボ

ランティア希望者ランティア希望者

◆日時◆日時

２月２月１４１４日日 （金）（金）   午後２時３０分午後２時３０分

                                        ～午後４時３０分～午後４時３０分

◆会場◆会場

亀有地区センター亀有地区センター （亀有（亀有3-26-13-26-1

リリオ館７階）リリオ館７階）

◆講師◆講師

井上基之氏井上基之氏 （（(( ＮＮ)) 日本ファシリ日本ファシリ

テーション協会）テーション協会）

◆参加費◆参加費 ・・ 定員定員

無料無料・・６０名６０名 （申込多数の場合は（申込多数の場合は

抽選）抽選）

◆申込方法◆申込方法

電話、電話、 またはＦＡＸまたはＦＡＸ （返信のＦＡ（返信のＦＡ

Ｘを受け取れる方のみ）Ｘを受け取れる方のみ） でで 「ボ「ボ

ランティア情報交換会」、ランティア情報交換会」、 氏名氏名

（施設名）、（施設名）、 住所、住所、電話番号、電話番号、 ＦＦ

ＡＸ番号、ＡＸ番号、 を記入し、を記入し、 ２月３日２月３日

（月）（月） （必着）（必着） でボランティアセでボランティアセ

ンターまでお申込ください。ンターまでお申込ください。

かつしかＶネット共催かつしかＶネット共催
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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

　　

＜高齢者配食サービスボランティア＜高齢者配食サービスボランティア  せせらぎ亀有せせらぎ亀有    調理調理･･配達のボランティア＞配達のボランティア＞

日時日時：：第２、第２、第３水曜日第３水曜日  午前９時～午後１時午前９時～午後１時

活動場所活動場所：：亀有学び交流館亀有学び交流館（お花茶屋（お花茶屋3-5-63-5-6））

募集人員募集人員：：２～３名２～３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：：

　　せせらぎ亀有せせらぎ亀有

　　  五十嵐五十嵐【いがらし】【いがらし】

  TEL:  TEL:３６０２－９９９７３６０２－９９９７

　　FAX:FAX:３６０２－９９９７３６０２－９９９７

高齢の方にお弁当を作って配達してくださる方を募集します。高齢の方にお弁当を作って配達してくださる方を募集します。 高

＜障がい児学童保育施設でのボランティア＞＜障がい児学童保育施設でのボランティア＞

日時日時：：月～金の午後１２時３０分～６時３０分でご都合の合う日月～金の午後１２時３０分～６時３０分でご都合の合う日

場所場所：：スマートキッズプラス水元スマートキッズプラス水元（水元（水元4-6-19 4-6-19 プリンス２階）プリンス２階）

募集人員募集人員：：指定なし指定なし

※交通費支給※交通費支給((定額定額))、、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：：

　新堀　新堀【しんぼり】【しんぼり】

   TEL:   TEL:６２８０－４６６９６２８０－４６６９

   FAX:   FAX:６２８０－４７７８６２８０－４７７８

発達障がいなどの子どもたちに学習支援発達障がいなどの子どもたちに学習支援((宿題、宿題、個別課題の補助個別課題の補助))、、療育活動療育活動((お店屋さんごっこ、お店屋さんごっこ、

絵本読み聞かせ絵本読み聞かせ))、、スタッフの補助スタッフの補助((おやつの準備おやつの準備))等をしてくださる方を募集します。等をしてくださる方を募集します。

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　井上井上【いのうえ】【いのうえ】

  TEL:  TEL:５６７１－１０２２５６７１－１０２２

　　FAX:FAX:５６７１－１０２３５６７１－１０２３

＜グループホームでのボランティア＞＜グループホームでのボランティア＞

日時日時：：日～月の午後でご都合の合う日日～月の午後でご都合の合う日

活動場所活動場所：：セントケアお花茶屋セントケアお花茶屋（宝町（宝町2-11-182-11-18））

募集人員募集人員：：各１～２名各１～２名

※交通費応相談、※交通費応相談、男女問いません男女問いません

グループホームで傾聴、グループホームで傾聴、生け花、生け花、書道、書道、絵手紙、絵手紙、昔遊びをしてくださる方を募集します。昔遊びをしてくださる方を募集します。 高

障

障
＜柴又３丁目　障がい児の通園ボランティア＞＜柴又３丁目　障がい児の通園ボランティア＞

日時日時：：４月から週３回４月から週３回（特に火（特に火･･木）木）  午前８時３０分～午後１時３０分午前８時３０分～午後１時３０分

場所場所：：柴又～北療育センター柴又～北療育センター  城北分園城北分園（足立区南花畑（足立区南花畑5-10-15-10-1））

募集人員募集人員：：１名１名（女性に限る）（女性に限る）

※火※火・・木だけでもできる方はご連絡ください。木だけでもできる方はご連絡ください。

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　根本　根本【ねもと】【ねもと】

  TEL:  TEL:０９０－３４７３０９０－３４７３

                          －０６２８－０６２８

脳性マヒの双子のお子さんの施設への通園付添い、脳性マヒの双子のお子さんの施設への通園付添い、保育、保育、食事介助、食事介助、夏のプール介助夏のプール介助

をお母さんと一緒に手伝ってくださる方を募集します。をお母さんと一緒に手伝ってくださる方を募集します。

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　大伴大伴【おおとも】【おおとも】

  TEL:  TEL:６６５７－８０４７６６５７－８０４７

　　FAX:FAX:６６５７－８０４８６６５７－８０４８

＜デイサービスでのボランティア＞＜デイサービスでのボランティア＞

日時日時：：日～月の午前９時～午後６時でご都合の合う日時日～月の午前９時～午後６時でご都合の合う日時((１時間でも可１時間でも可))

活動場所活動場所：：葛飾細田ありがとうの家葛飾細田ありがとうの家（細田（細田5-23-25-23-2））

募集人員募集人員：：若干名若干名

※交通費応相談、※交通費応相談、男女問いません男女問いません

デイサービスで調理補助、デイサービスで調理補助、ゴミ出し、ゴミ出し、掃除、掃除、洗濯、洗濯、配膳、配膳、傾聴、傾聴、レクリエーション補助、レクリエーション補助、学習療学習療

法補助をしてくださる方を募集します。法補助をしてくださる方を募集します。

高

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　多田多田【ただ】【ただ】

  TEL:  TEL:５６５０－２９４０５６５０－２９４０

　　FAX:FAX:５６５０－２９４１５６５０－２９４１

＜グループホームでの将棋のボランティア＞＜グループホームでの将棋のボランティア＞

日時日時：：日～月の午前９時～午後６時でご都合の合う日時日～月の午前９時～午後６時でご都合の合う日時((１時間でも可１時間でも可))

活動場所活動場所：：ソレイユの里ソレイユの里（亀有（亀有2-68-162-68-16））

募集人員募集人員：：１名１名

※男女問いません※男女問いません

将棋の相手をしてくださる方を募集します。将棋の相手をしてくださる方を募集します。 高
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対　　象　災害ボランティアに関心のある方対　　象　災害ボランティアに関心のある方（高校生以上）　（高校生以上）　

定　　員　４０名定　　員　４０名（先着順）（先着順）

日　　程　平成２６年３月１５日日　　程　平成２６年３月１５日((土土))　午後１時～３時１０分　午後１時～３時１０分

内　　容内　　容  (1)  (1)葛飾区の防災体制について葛飾区の防災体制について

　　　　　　　　　　(2)(2)ボランティアとは、ボランティアとは、災害ボランティアとは、災害ボランティアとは、災害ボランティアセンターとは災害ボランティアセンターとは

        講　　師　講　　師　(1)(1)葛飾区葛飾区  防災課職員防災課職員

　　　　　　　　　　  (2)  (2)東京ボランティア東京ボランティア・・市民活動センター　加市民活動センター　加  納　佑一納　佑一  氏氏

会　　場　新小岩地区センター第２会議室会　　場　新小岩地区センター第２会議室（新小岩２－１７－１）　（新小岩２－１７－１）　

受受  講講  料料    無料無料

申込申込・・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　TE LT E L：：５６９８－２５１１５６９８－２５１１
                                                                　　FAXFAX：：５６９８－２５１２５６９８－２５１２

災害ボランティアに関する講座を開催します災害ボランティアに関する講座を開催します
かつしかを知り、かつしかを知り、 ボランティアを知るボランティアを知る  ！！

～我々にも出来る災害ボランティア活動について～～我々にも出来る災害ボランティア活動について～

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　清水清水【しみず】【しみず】

  TEL:  TEL:６６５７－７９４５６６５７－７９４５

　　FAX:FAX:６６５７－７９４６６６５７－７９４６

＜障がい児施設でのボランティア＞＜障がい児施設でのボランティア＞

日時日時：：火～土の午前１０時～午後２時でご都合の合う日火～土の午前１０時～午後２時でご都合の合う日

活動場所活動場所：：葛飾幼児グループ葛飾幼児グループ（四つ木（四つ木5-6-75-6-7））

募集人員募集人員：：若干名若干名

※交通費応相談、※交通費応相談、男女問いません、男女問いません、特に木曜できる方急募特に木曜できる方急募

発達につまづきのある乳幼児の保育補助、発達につまづきのある乳幼児の保育補助、通園者の兄弟の相手をしてくださる方を募集します。通園者の兄弟の相手をしてくださる方を募集します。

①①  災害ボランティア講座災害ボランティア講座

葛飾の現状と、葛飾の現状と、災害がおきた場合に地域が復興していく上で重要となるボランティア活動につ災害がおきた場合に地域が復興していく上で重要となるボランティア活動につ
いて学ぶ講座です。いて学ぶ講座です。

申込方法　参加希望者は電話またはＦＡＸ申込方法　参加希望者は電話またはＦＡＸ・・ハガキハガキ（講座名（講座名・・〒〒・・住所住所・・氏名氏名・・電話番号電話番号

                    を記入）を記入）でお申し込みください。でお申し込みください。

    申込期間　平成２６年３月１４日申込期間　平成２６年３月１４日((金金))までまで（定員になり次第締め切ります）（定員になり次第締め切ります）

②災害ボランティア体験講座②災害ボランティア体験講座 災害時に役立つ応急手当を実際に体験してみよう災害時に役立つ応急手当を実際に体験してみよう

災害ボランティア活動をする上で、災害ボランティア活動をする上で、知っていると役に立つ、知っていると役に立つ、身の回りの物を使っての応急手当身の回りの物を使っての応急手当
について、について、実践を通して学ぶ講座です。実践を通して学ぶ講座です。

対　　象　災害ボランティアに関心のある方対　　象　災害ボランティアに関心のある方（高校生以上）　（高校生以上）　

定　　員　４０名定　　員　４０名（先着順）（先着順）  ※災害ボランティア登録をされている方を優先します※災害ボランティア登録をされている方を優先します

日　　程　平成２６年３月１５日日　　程　平成２６年３月１５日((土土))　午後３時２０分～４時５０分　午後３時２０分～４時５０分

内　　容内　　容    応急手当ての方法について応急手当ての方法について【体験】【体験】

　　　　　※体験実習を希望される方は、　　　　　※体験実習を希望される方は、大判のハンカチ大判のハンカチ（バンダナでも可）（バンダナでも可）をお持ちくだをお持ちくだ

                        さい。さい。ストッキングのある方はお持ちください。ストッキングのある方はお持ちください。

        講　　師　日本赤十字社東京都支部講　　師　日本赤十字社東京都支部

会　　場　新小岩地区センター第２会議室会　　場　新小岩地区センター第２会議室（新小岩２－１７－１）　（新小岩２－１７－１）　

受受  講講  料料    無料無料

障

 

区民大学単位認定講座区民大学単位認定講座



 H26.1.15 H26.1.15　第　第269269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

　明けましておめでとうございます。　明けましておめでとうございます。

　昨年はかつしかＶネットに加盟いただいて　昨年はかつしかＶネットに加盟いただいて

いる団体及び個人ボランティアの皆様、いる団体及び個人ボランティアの皆様、そしそし

てボランティアセンターのご尽力により、てボランティアセンターのご尽力により、

『ボランティアまつり』『ボランティアまつり』への協力などの活動への協力などの活動

を無事終了できました。を無事終了できました。『ＶＮＮ『ＶＮＮ((ＶネットＶネット

ニュースニュース))』』などを発行し、などを発行し、加盟団体の活動加盟団体の活動

やイベント情報をお伝えすることができましやイベント情報をお伝えすることができまし

た。た。またこのまたこの「ボランティアセンターだよ「ボランティアセンターだよ

り」り」の紙面をいただき、の紙面をいただき、Ｖネットの活動やＶネットの活動や

お知らせをしました。お知らせをしました。

　今年でＶネットも９年目を迎えます。　今年でＶネットも９年目を迎えます。既既

にに「出欠アンケート」「出欠アンケート」葉書やメールでお伝葉書やメールでお伝

えした通り、えした通り、交流と親睦を兼ねた恒例の交流と親睦を兼ねた恒例の

『新年初顔あわせ』『新年初顔あわせ』を下記の通り開催しまを下記の通り開催しま

す。す。軽い夕食も準備しますので、軽い夕食も準備しますので、お気軽にお気軽に

ご参加ください。ご参加ください。そして新しい年の活動をそして新しい年の活動を

開始しましょう。開始しましょう。皆さんの多数の参加をお皆さんの多数の参加をお

待ちしています。待ちしています。

加盟の皆さん加盟の皆さん､､『新年初顔あわせにご参加を『新年初顔あわせにご参加を

～交流と親睦を深め～交流と親睦を深め､､活動のスタートにしませんか！～活動のスタートにしませんか！～

日時日時：：平成２６年１月２４日平成２６年１月２４日((金金))　午後６時半～８時　午後６時半～８時

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

参加費参加費：：１人３００円１人３００円

かつしかＶネットとは？かつしか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
を推進している代表を推進している代表・・連絡機関で、連絡機関で、区の区の

委員会等にも参加しています。委員会等にも参加しています。

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：：田中）田中）

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＞普通自動車免許を所持している概ね６５＜資格＞普通自動車免許を所持している概ね６５
歳までの方。歳までの方。（福祉有償運送運転者講習を受けてい（福祉有償運送運転者講習を受けてい
ただきます）ただきます）
※福祉有償運送運転者講習についてはボランティ※福祉有償運送運転者講習についてはボランティ
アセンターまでお問い合わせください。アセンターまでお問い合わせください。
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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！

 

今回は久しぶりにお二人の方から写真今回は久しぶりにお二人の方から写真
をいただきました。をいただきました。
まずは重要文化財の護国寺本堂です。まずは重要文化財の護国寺本堂です。
歴史の重みを感じますね。歴史の重みを感じますね。
続いては三鷹の森ジブリ美術館です。続いては三鷹の森ジブリ美術館です。
映画やテレビに出てきたロボットが屋映画やテレビに出てきたロボットが屋
上に立っています。上に立っています。一度見に行きたい一度見に行きたい
ですね。ですね。
（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けます。）カラーでご覧いただけます。）

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
ホームページＱＲコードホームページＱＲコード

＊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))、、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、東かなまち桜園東かなまち桜園

＊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


