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社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人　　　　葛飾区社会福祉協議会葛飾区社会福祉協議会葛飾区社会福祉協議会葛飾区社会福祉協議会社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人　　　　葛飾区社会福祉協議会葛飾区社会福祉協議会葛飾区社会福祉協議会葛飾区社会福祉協議会

ボランティアボランティアボランティアボランティア相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口ボランティアボランティアボランティアボランティア相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口はは

平日平日：：８時８時3030分～分～1717時　時　水曜日水曜日水曜日水曜日水曜日水曜日水曜日水曜日はは1919時時3030分まで。分まで。

毎月第１毎月第１・・３の３の土曜日土曜日土曜日土曜日土曜日土曜日土曜日土曜日は開所します。は開所します。（祝日は除く）　（祝日は除く）　

今後の開所日は７月１８日、今後の開所日は７月１８日、８月１日８月１日・・１５日、１５日、９月５日９月５日・・

１９日です。１９日です。

      ボランティア ボランティア ボランティア ボランティア登録状況登録状況登録状況登録状況ボランティアボランティアボランティアボランティア登録状況登録状況登録状況登録状況

               （   （   （   （平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年６６６６月末日月末日月末日月末日））））（（（（平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年６６６６月末日月末日月末日月末日））））

                                個人登録個人登録：：１０６名１０６名

  　団体登録　団体登録：：８４団体８４団体

    （団体）　２（団体）　２,, ３４２名３４２名

　　    合計　合計　  ２２ ,, ４４８名４４８名

おおおお

知知知知

らららら

せせせせ

  　「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。

　発行日は４月２５日、　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

・・運転が好きで、運転が好きで、障がい者障がい者･･高齢者福祉に理解のある方高齢者福祉に理解のある方

・・平日日中に活動できる方平日日中に活動できる方

ハンディキャブハンディキャブ「ふれあい号」「ふれあい号」の運転ボランティアをしまの運転ボランティアをしま

せんか？せんか？

活動内容活動内容：：リフト付きワゴン車で車イス利用者の送迎リフト付きワゴン車で車イス利用者の送迎((運転運転

                    およびリフト操作およびリフト操作))

活活  動動  日日：：年末年始を除く活動可能な日年末年始を除く活動可能な日

活動時間活動時間：：９時～１７時の間で活動可能な時間９時～１７時の間で活動可能な時間

指定の講習指定の講習((２日間２日間))を受講していただきます。を受講していただきます。

※受講料はボランティアセンターが負担します。※受講料はボランティアセンターが負担します。

※二種免許をお持ちの方は受講不要です。※二種免許をお持ちの方は受講不要です。

運転ボランティア募集運転ボランティア募集

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
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舞台発表舞台発表舞台発表舞台発表舞台発表 舞台発表 舞台発表 舞台発表  　　１１ 　　１１ 　　１１ 　　１１時時時時２０２０２０２０分分分分～～～～　　　　　　　　１１１１１１１１時時時時２０２０２０２０分分分分～～～～

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日間以上活動してくだ③できるだけ１つの施設で３日間以上活動してくだ

    さい。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します。　する保険プランを選び手続きします。

　（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。

    ※※※※学校学校学校学校のののの課題課題課題課題でででで活動活動活動活動するするするする場合場合場合場合はははは対象外対象外対象外対象外ですですですです。。。。※※※※学校学校学校学校のののの課題課題課題課題でででで活動活動活動活動するするするする場合場合場合場合はははは対象外対象外対象外対象外ですですですです。。。。

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、

　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、各自で検各自で検

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

    す。す。

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

    どで受けてください。どで受けてください。

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、高齢者施設編、高齢者施設編、障がい障がい

者者・・児童施設編）児童施設編）の冊子で、の冊子で、ボランティア受け入れ施設や、ボランティア受け入れ施設や、ボランティア保険、ボランティア保険、検便検便（細菌検査）（細菌検査）についについ

て、て、ご案内しています。ご案内しています。  ※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

◆ボランティまつりとは◆ボランティまつりとは

　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とともに、区民の理解と参加を促進するとともに、

    ボランティア活動に取り組んでいる方々の発表と交流の場です。ボランティア活動に取り組んでいる方々の発表と交流の場です。

◆ボランティアまつり概要◆ボランティアまつり概要

　日時　日時：：平成平成2727 年年 1111 月月 2929 日日((日日) ) 午前午前1010 時～午後時～午後33 時時

　場所　場所：：ウェルピアかつしかウェルピアかつしか

葛飾区の障害者週間行事と併せて平成２７年葛飾区の障害者週間行事と併せて平成２７年

１１月２９日１１月２９日(( 日日)) にボランティアまつりを開にボランティアまつりを開

催します。催します。

ボランティアまつりに参加希望の団体ボランティアまつりに参加希望の団体・・個人個人

の方は、の方は、８月７日８月７日（金）（金）までにご応募くださまでにご応募くださ

い。い。なお、なお、初めてボランティアまつりに参加初めてボランティアまつりに参加

を希望される方は、を希望される方は、説明会を開催しますの説明会を開催しますの

で、で、事前にボランティアセンターへ連絡のう事前にボランティアセンターへ連絡のう

え、え、必ずご参加ください。必ずご参加ください。

【説明会】【説明会】【説明会】【説明会】【説明会】【説明会】【説明会】【説明会】

日時日時：：平成平成2727 年年 77 月月 3131 日日((金金))午後午後 66 時時 3030 分～分～

場所場所：：ウェルピアかつしかウェルピアかつしか((堀切堀切 3-34-13-34-1））

                １階　ボランティア活動室１階　ボランティア活動室

内容内容：：ボランティアまつりの概要ボランティアまつりの概要

　　　参加申込手続きについて　　　参加申込手続きについて

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

                              田中田中・・信太信太（たなか（たなか・・しだ）しだ）

第２７回かつしかボランティアまつり　参加者募集！第２７回かつしかボランティアまつり　参加者募集！!!

～～～～～ ～ ～ ～  一緒にまつりを盛り上げませんか 一緒にまつりを盛り上げませんか 一緒にまつりを盛り上げませんか 一緒にまつりを盛り上げませんか一緒にまつりを盛り上げませんか 一緒にまつりを盛り上げませんか 一緒にまつりを盛り上げませんか 一緒にまつりを盛り上げませんか  ～ ～ ～ ～～～～～

※参加ブースや発表枠などに限りがございますので、※参加ブースや発表枠などに限りがございますので、申込多数の場合、申込多数の場合、抽選のうえ決定させ抽選のうえ決定させ

    ていただきます。ていただきます。

内容内容：：模擬店、模擬店、バザー、バザー、体験ＰＲ、体験ＰＲ、舞台発表、舞台発表、ボランティア表彰などボランティア表彰など

　※ボランティアまつりは、　※ボランティアまつりは、まつりに参加するボランティア団体まつりに参加するボランティア団体・・個人で組個人で組

        織する実行委員会で運営します。織する実行委員会で運営します。参加される方は、参加される方は、実行委員会への出席実行委員会への出席

        及び運営にご協力ください。及び運営にご協力ください。
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ボランティアボランティアボランティアボランティア募集募集募集募集ボランティアボランティアボランティアボランティア募集募集募集募集  

　　　　　　　　活動内容活動内容活動内容活動内容によってによってによってによって高齢者高齢者高齢者高齢者活動内容活動内容活動内容活動内容によってによってによってによって高齢者高齢者高齢者高齢者・・・・・・・・障障障障がいがいがいがい者者者者障障障障がいがいがいがい者者者者・・・・・・・・児童児童児童児童児童児童児童児童・・・・・その・その・その・その他他他他のののの４４４４分野分野分野分野にににに分分分分けてけてけてけて表示表示表示表示していますしていますしていますしています。。。。そのそのそのその他他他他のののの４４４４分野分野分野分野にににに分分分分けてけてけてけて表示表示表示表示していますしていますしていますしています。。。。

　　　　高高高高　　　　高 =高 =高 =高 == 高齢者= 高齢者= 高齢者= 高齢者　　　　障障障障高齢者高齢者高齢者高齢者　　　　障 =障 =障 =障 == 障= 障= 障= 障がいがいがいがい者者者者　　　　児児児児障障障障がいがいがいがい者者者者　　　　児 =児 =児 =児 == 学童= 学童= 学童= 学童クラブクラブクラブクラブ学童学童学童学童クラブ・クラブ・クラブ・クラブ・・・・・保育園保育園保育園保育園　　　　他他他他保育園保育園保育園保育園　　　　他 =他 =他 =他 == その= その= その= その他他他他そのそのそのその他他他他

　　

＜＜＜＜きねきねきねきね川福祉作業所川福祉作業所川福祉作業所川福祉作業所でのボランティアでのボランティアでのボランティアでのボランティア＞＞＞＞＜＜＜＜きねきねきねきね川福祉作業所川福祉作業所川福祉作業所川福祉作業所でのボランティアでのボランティアでのボランティアでのボランティア＞＞＞＞

内容内容内容内容内容内容内容内容：：：：：：：：

日時日時日時日時日時日時日時日時：：：：：：：：

活動場所活動場所活動場所活動場所活動場所活動場所活動場所活動場所：：：：：：：：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））

※男女問いません※男女問いません

連絡先連絡先連絡先連絡先連絡先連絡先連絡先連絡先・・・・・・・・問合問合問合問合せせせせ問合問合問合問合せせせせ：：：：：：：：

　桐ケ谷　桐ケ谷・・北村北村【きりがや【きりがや・・きたむら】きたむら】

  TEL:  TEL:３６９４－１５７７３６９４－１５７７

  FAX:  FAX:５６９８－１７５７５６９８－１７５７

知的障がい者通所就労支援施設です。知的障がい者通所就労支援施設です。

 障障障障    

〈〈〈〈〈〈〈〈センターだよりセンターだよりセンターだよりセンターだより発送作業発送作業発送作業発送作業ボランティアボランティアボランティアボランティア募集募集募集募集センターだよりセンターだよりセンターだよりセンターだより発送作業発送作業発送作業発送作業ボランティアボランティアボランティアボランティア募集募集募集募集〉〉〉〉〉〉〉〉

ボランティアセンターだよりの発送作業ボランティアセンターだよりの発送作業((２時間程度の簡単なもの２時間程度の簡単なもの))をお手伝いしてをお手伝いして

くれる方募集くれる方募集

内容内容内容内容内容内容内容内容：：：：：：：：センターだよりの丁合、センターだよりの丁合、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

日時日時日時日時日時日時日時日時：：：：：：：：原則奇数月原則奇数月原則奇数月原則奇数月のののの１１１１１１１１日日日日原則奇数月原則奇数月原則奇数月原則奇数月のののの１１１１１１１１日日日日（（（（土日祝日土日祝日土日祝日土日祝日のののの場合場合場合場合はははは翌開所日翌開所日翌開所日翌開所日））））（（（（土日祝日土日祝日土日祝日土日祝日のののの場合場合場合場合はははは翌開所日翌開所日翌開所日翌開所日））））                午前１０時～正午午前１０時～正午

今後今後今後今後のののの予定予定予定予定今後今後今後今後のののの予定予定予定予定：：：：：：：：９月１１日、９月１１日、１１月１１日、１１月１１日、１月１２日　１月１２日　

　　　　    ※※※※次回次回次回次回のののの発送作業日発送作業日発送作業日発送作業日はははは９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日※※※※次回次回次回次回のののの発送作業日発送作業日発送作業日発送作業日はははは９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（金金金金））））（（（（金金金金））））ですですですです。。。。ですですですです。。。。

場所場所場所場所場所場所場所場所：：：：：：：：ウェルピアかつしか１階ウェルピアかつしか１階

　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                  連絡先連絡先連絡先連絡先連絡先連絡先連絡先連絡先：：：：：：：：TELTEL５６９８－２５１１５６９８－２５１１（担当（担当：：田口）田口）

 他他他他    

＜＜＜＜水元水元水元水元そよかぜそよかぜそよかぜそよかぜ園園園園でのボランティアでのボランティアでのボランティアでのボランティア＞＞＞＞＜＜＜＜水元水元水元水元そよかぜそよかぜそよかぜそよかぜ園園園園でのボランティアでのボランティアでのボランティアでのボランティア＞＞＞＞

日時日時日時日時日時日時日時日時：：：：：：：：８月８日８月８日((土土))　午後３時３０分～午後８時３０分　午後３時３０分～午後８時３０分

対象対象対象対象対象対象対象対象：：：：：：：：高校生以上高校生以上

持持持持ちちちち物物物物持持持持ちちちち物物物物：：：：：：：：エプロン、エプロン、バンダナ、バンダナ、動きやすく汚れても良い服装でお越しください動きやすく汚れても良い服装でお越しください((更衣室無し更衣室無し))

活動場所活動場所活動場所活動場所活動場所活動場所活動場所活動場所：：：：：：：：水元そよかぜ園水元そよかぜ園（水元（水元5-16-115-16-11））

〆〆〆〆切切切切〆〆〆〆切切切切：：：：：：：：７月２２日７月２２日((水水))

※男女問いません※男女問いません
連絡先連絡先連絡先連絡先連絡先連絡先連絡先連絡先・・・・・・・・問合問合問合問合せせせせ問合問合問合問合せせせせ：：：：：：：：

　新沼　新沼・・翔大翔大【にいぬま【にいぬま・・しょうだい】しょうだい】

  TEL:  TEL:３６０７－５６５６３６０７－５６５６

  FAX:  FAX:５６９９－１６６６５６９９－１６６６

夏祭りで模擬店やゲームなどのお手伝いをしてくださる方を募集します。夏祭りで模擬店やゲームなどのお手伝いをしてくださる方を募集します。

 障障障障    

①日常的な作業補助、①日常的な作業補助、公園清掃の補助公園清掃の補助

②週１回のレクリエーション②週１回のレクリエーション（音楽、（音楽、創作、創作、スポーツ）スポーツ）に利用者と一緒に参加に利用者と一緒に参加

③夏季期間行事のお手伝い③夏季期間行事のお手伝い

④おまつりのお手伝い④おまつりのお手伝い

①月～金曜の午前９時～午後３時３０分①月～金曜の午前９時～午後３時３０分（都合のいい日時）（都合のいい日時）

②木曜または金曜の午前９時～午後３時３０分②木曜または金曜の午前９時～午後３時３０分（都合のいい日時）（都合のいい日時）

③８月１１日③８月１１日((火火))、、１２日１２日((水水))の午前９時～午後３時３０分の午前９時～午後３時３０分（都合のいい日時）（都合のいい日時）

④９月２６日④９月２６日((土土))の午前９時～午後３時３０分の午前９時～午後３時３０分（都合のいい日時）（都合のいい日時）
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【ボランティアグループ紹介】【ボランティアグループ紹介】

非営利動物愛護団体　アイドッグ非営利動物愛護団体　アイドッグ・・レスキュー隊レスキュー隊
日本の犬猫殺処分ゼロを目指して日本の犬猫殺処分ゼロを目指して

「アイドッグ」「アイドッグ」の意味はの意味は「愛ドッグ」「愛ドッグ」です。です。

動物愛護センターに収容されている飼い主動物愛護センターに収容されている飼い主

のいない犬猫の里親さん探しをしています。のいない犬猫の里親さん探しをしています。

里親会を区内にて里親会を区内にて22カ月に１回、カ月に１回、その他都その他都

内の大きな会場などでも里親会を開いて、内の大きな会場などでも里親会を開いて、

犬猫と新しい里親さんとの橋渡しをしてい犬猫と新しい里親さんとの橋渡しをしてい

ます。ます。

日本の犬猫の殺処分件数は、日本の犬猫の殺処分件数は、未だに未だに1313 万頭万頭

弱弱（平成（平成2525年環境省調べ）年環境省調べ）もありますが、もありますが、

1010年前に比べるとかなり減り、年前に比べるとかなり減り、少しずつ成少しずつ成

果をあげてきているようです。果をあげてきているようです。しかしながしかしなが

ら、ら、捨てられる犬猫、捨てられる犬猫、生き地獄で暮らして生き地獄で暮らして

いる、いる、または虐待を受けている犬猫がいてまたは虐待を受けている犬猫がいて

も何とも思わない人達がたくさんいて、も何とも思わない人達がたくさんいて、根根

本的な問題の解決には至っておりません。本的な問題の解決には至っておりません。

殺処分ゼロを達成している、殺処分ゼロを達成している、またはそれにまたはそれに

近い状態である動物先進国と足並みをそろ近い状態である動物先進国と足並みをそろ

えるのは、えるのは、まだまだ何十年も先のことです。まだまだ何十年も先のことです。

そんな時に、そんな時に、環境省が、環境省が、20202020年の東京オリ年の東京オリ

ンピックまでに犬ンピックまでに犬（猫）（猫）の殺処分をゼロにの殺処分をゼロに

するという計画を掲げました。するという計画を掲げました。私たちはこ私たちはこ

の目標をチャンスと捉え、の目標をチャンスと捉え、目標達成のため目標達成のため

に少しでも尽力したいと考えて、に少しでも尽力したいと考えて、そのその『思『思

い』い』を形にするために、を形にするために、これからの日本をこれからの日本を

背負っていく子どもたちへの啓発活動を、背負っていく子どもたちへの啓発活動を、

主な活動の一つとして加えることにしまし主な活動の一つとして加えることにしまし

た。た。

この活動は、この活動は、地味で決して容易なことでは地味で決して容易なことでは

ないかもしれません。ないかもしれません。しかし、しかし、たったたった11頭頭

の命を救うだけでなく、の命を救うだけでなく、これからのこれからの100100

頭、頭、10001000頭の命を救うことになるかもし頭の命を救うことになるかもし

れない大切な活動なのです。れない大切な活動なのです。さらには、さらには、子子

どもたちへ命の尊さを教える、どもたちへ命の尊さを教える、重要な情操重要な情操

教育へとつながるかもしれないのです。教育へとつながるかもしれないのです。

学校授業や子ども会など、学校授業や子ども会など、子どもたちが集子どもたちが集

まる機会に依頼をいただければ、まる機会に依頼をいただければ、啓発講座啓発講座

を開催いたします。を開催いたします。ご連絡をお待ちしておご連絡をお待ちしてお

ります。ります。

連絡先連絡先：：０９０－２２４２－９７１２０９０－２２４２－９７１２

            　信沢　信沢((のぶさわのぶさわ))
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舞台発表舞台発表舞台発表舞台発表舞台発表 舞台発表 舞台発表 舞台発表  　　１１ 　　１１ 　　１１ 　　１１時時時時２０２０２０２０分分分分～～～～　　　　　　　　１１１１１１１１時時時時２０２０２０２０分分分分～～～～舞台発表舞台発表舞台発表舞台発表舞台発表 舞台発表 舞台発表 舞台発表  　　１１ 　　１１ 　　１１ 　　１１時時時時２０２０２０２０分分分分～～～～　　　　　　　　１１１１１１１１時時時時２０２０２０２０分分分分～～～～

かつしかボランティア学かつしかボランティア学（春期）（春期）開催報告開催報告
６月から７月にかけて６月から７月にかけて「葛飾区民大学「葛飾区民大学・・かつしかボかつしかボ

ランティア学」ランティア学」を開催しました。を開催しました。今回は、今回は、「「「「子子子子どもどもどもども「「「「子子子子どもどもどもども

をををを守守守守るボランティアについてるボランティアについてるボランティアについてるボランティアについて考考考考えようえようえようえよう！」！」！」！」をををを守守守守るボランティアについてるボランティアについてるボランティアについてるボランティアについて考考考考えようえようえようえよう！」！」！」！」といとい

うテーマで、うテーマで、個人ボランティアの方、個人ボランティアの方、学童保育クラ学童保育クラ

ブの先生方などが参加されました。ブの先生方などが参加されました。第１講では、第１講では、地地

域の子どもたちの犯罪被害状況をまず知ろうという域の子どもたちの犯罪被害状況をまず知ろうという

ことで、ことで、葛飾警察署から講師を招き、葛飾警察署から講師を招き、「４月以降の「４月以降の

所轄地域での犯罪状況」所轄地域での犯罪状況」について具体的に詳しくおについて具体的に詳しくお

話いただきました。話いただきました。大きな犯罪はないがその元にな大きな犯罪はないがその元にな

るような小さな事案が複数起きているとのこと、るような小さな事案が複数起きているとのこと、そそ

の一方で葛飾区はまだ下町の雰囲気があって、の一方で葛飾区はまだ下町の雰囲気があって、地域地域

の人たちが見守る目の温かさを感じることが多いとの人たちが見守る目の温かさを感じることが多いと

のお話でした。のお話でした。

第２講は、第２講は、今回の講座のメイン。今回の講座のメイン。ＥＮＪＯＹＥＮＪＯＹ  ＣＡＣＡ

Ｐを講師にお招きし、Ｐを講師にお招きし、子どもたちを犯罪やいじめ子どもたちを犯罪やいじめ・・

虐待などから守る方法、虐待などから守る方法、さらには子どもたち自身のさらには子どもたち自身の

防衛力を引き出すことについてなどを、防衛力を引き出すことについてなどを、具体的な手具体的な手

法で学びました。法で学びました。被害に遭いそうになった時の被害に遭いそうになった時の“特“特

別な叫び声”別な叫び声”は、は、単なる悲鳴という意味だけではな単なる悲鳴という意味だけではな

く、く、「私には自分自身を守る力があるんだー！！」「私には自分自身を守る力があるんだー！！」

という強いメッセージを含むということだけあっという強いメッセージを含むということだけあっ

て、て、低音の雄々しい響きがありました。低音の雄々しい響きがありました。参加者から参加者から

は、は、講師がお手本を示したこの声を聞いて、講師がお手本を示したこの声を聞いて、泣きそ泣きそ

うになったとの感想もいただきました。うになったとの感想もいただきました。この声で被この声で被

害に遭う直前で実際に助かったという事例害に遭う直前で実際に助かったという事例（江戸川（江戸川

区、区、松戸市）松戸市）も聞くことができました。も聞くことができました。

第３講第３講・・４講では、４講では、WFWPWFWPチューリップ村の代表竹ノチューリップ村の代表竹ノ

内さんとわくわくチャレンジ広場の梅田小児童指導内さんとわくわくチャレンジ広場の梅田小児童指導

員リーダーの梅沢さんにお越しいただき、員リーダーの梅沢さんにお越しいただき、受講者と受講者と

のグループワークを行いました。のグループワークを行いました。

受講者は、受講者は、個人ボランティア、個人ボランティア、学童保育の先生、学童保育の先生、子子

ども相手のボランティア経験者など立場が様々であども相手のボランティア経験者など立場が様々であ

ることから、ることから、模造紙に貼りきれないほどの疑問模造紙に貼りきれないほどの疑問・・意意

見が活発に出され、見が活発に出され、講師の長年の経験による回答講師の長年の経験による回答・・

アドバイスもとても参考になりました。アドバイスもとても参考になりました。参加者は少参加者は少

数でしたが、数でしたが、終了後には終了後には「内容の濃いグループワー「内容の濃いグループワー

クだった」クだった」との感想をいただきました。との感想をいただきました。チューリッチューリッ

プ村の竹ノ内さんには、プ村の竹ノ内さんには、「エイズ「エイズ・・性教育やネット性教育やネット

被害などに関する絵本の読み聞かせや子どもたちの被害などに関する絵本の読み聞かせや子どもたちの

健全育成に関する講座」健全育成に関する講座」の報告、の報告、わくチャレの梅沢わくチャレの梅沢

さんには、さんには、「わくチャレにおける子どもたちとの関「わくチャレにおける子どもたちとの関

わり方」わり方」などを具体的にお話いただきました。などを具体的にお話いただきました。

「チューリップ村の方には、「チューリップ村の方には、依頼すればお話しに来依頼すればお話しに来

てもらえるの？」てもらえるの？」  「わくチャレと近くの学童クラブ「わくチャレと近くの学童クラブ

はどのようにの連携してるの？」はどのようにの連携してるの？」など質問も多数飛など質問も多数飛

び交いました。び交いました。

このように、このように、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、講座を通して子どもが犯罪被害に遭わないよう注意喚講座を通して子どもが犯罪被害に遭わないよう注意喚

起を行っています。起を行っています。次回、次回、１１月にも同じ講座を予定していますので、１１月にも同じ講座を予定していますので、ぜひ、ぜひ、多くの皆さんにご参加いた多くの皆さんにご参加いた

だきたいと思います。だきたいと思います。

不審者につかまらない間合いは？不審者につかまらない間合いは？

これからこれからこれからこれから、、、、これからこれからこれからこれから、、、、夏休夏休夏休夏休みをみをみをみを利用利用利用利用してしてしてして色々色々色々色々なななな方方方方がががが施設施設施設施設にににに夏休夏休夏休夏休みをみをみをみを利用利用利用利用してしてしてして色々色々色々色々なななな方方方方がががが施設施設施設施設にににに

ボランティアにいらっしゃるとボランティアにいらっしゃるとボランティアにいらっしゃるとボランティアにいらっしゃると思思思思いますいますいますいます。。。。ボランティアにいらっしゃるとボランティアにいらっしゃるとボランティアにいらっしゃるとボランティアにいらっしゃると思思思思いますいますいますいます。。。。安全安全安全安全安全安全安全安全

やややや健康健康健康健康、、、、やややや健康健康健康健康、、、、危険防止危険防止危険防止危険防止などになどになどになどに十分十分十分十分にごにごにごにご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。危険防止危険防止危険防止危険防止などになどになどになどに十分十分十分十分にごにごにごにご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。
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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。

 

（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。）

今回は、今回は、葛飾区の花葛飾区の花「花菖蒲」「花菖蒲」と夏の花と夏の花「向日葵」「向日葵」の写真を投稿していただきました。の写真を投稿していただきました。

いよいよ暑くなってきましたので、いよいよ暑くなってきましたので、熱中症や水の事故などに十分にお気を付けください。熱中症や水の事故などに十分にお気を付けください。

 区内区内区内区内のののの各駅各駅各駅各駅でもでもでもでも配布配布配布配布していますしていますしていますしています。。。。区内区内区内区内のののの各駅各駅各駅各駅でもでもでもでも配布配布配布配布していますしていますしていますしています。。。。

どうぞごどうぞごどうぞごどうぞご利用利用利用利用くださいくださいくださいください！！！！どうぞごどうぞごどうぞごどうぞご利用利用利用利用くださいくださいくださいください！！！！

＊＊＊＊公共施設公共施設公共施設公共施設＊＊＊＊＊＊＊＊公共施設公共施設公共施設公共施設＊＊＊＊　〈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１２館区内図書館１２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

＊＊＊＊保育園保育園保育園保育園＊＊＊＊＊＊＊＊保育園保育園保育園保育園＊＊＊＊　たかさご保育園　たかさご保育園

＊＊＊＊医療関係医療関係医療関係医療関係＊＊＊＊＊＊＊＊医療関係医療関係医療関係医療関係＊＊＊＊　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))

＊＊＊＊商店商店商店商店＊＊＊＊＊＊＊＊商店商店商店商店＊＊＊＊　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高齢者関係施設高齢者関係施設＊＊＊＊高齢者関係施設高齢者関係施設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障害者関係施設障害者関係施設＊＊＊＊＊＊＊＊障害者関係施設障害者関係施設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

＊＊＊＊そのそのそのその他他他他＊＊＊＊＊＊＊＊そのそのそのその他他他他＊＊＊＊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

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ＵＲＬホームページＵＲＬ

http://vc.katsushika-shakyo.com/http://vc.katsushika-shakyo.com/

このコーナーでは皆さまからのこのコーナーでは皆さまからの

投稿を募集しております。投稿を募集しております。


