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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９月１９日、今後の開所日は９月１９日、１０月３日１０月３日・・１７日、１７日、１１月７１１月７

日日・・２１日です。２１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８８８８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８８８８月末日月末日月末日月末日））））

                                個人登録個人登録：：１１７名１１７名

  　団体登録　団体登録：：８６団体８６団体

    （団体）　２（団体）　２,, ３４７名３４７名

　　    合計　合計　  ２２ ,, ４６４名４６４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

ボランティアまつりボランティアまつり  ボランティア募集ボランティア募集
◆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。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２７年１１月２９日平成２７年１１月２９日((日日))　１０時～１５時　１０時～１５時

　場所　場所 ：： ウェルピアかつしかウェルピアかつしか （葛飾区堀切３－３４－１）（葛飾区堀切３－３４－１）

　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 ・・ ボランティア表彰等ボランティア表彰等

◆活動日時◆活動日時 ・・ 内容等内容等

    日時日時 ：： 前日準備前日準備    １１月２８日１１月２８日((土土))　９時～正午　９時～正午((予定予定))

                      当日当日                １１月２９日１１月２９日((日日))　９時～１６時　９時～１６時

    内容内容 ：： 前日の会場準備、前日の会場準備、 当日の駐輪場の整理、当日の駐輪場の整理、 来場者への案内、来場者への案内、 警備など警備など

    募集人数募集人数 ：： １０名前後１０名前後 （１日のみの参加も可能です。（１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。）

    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    ＦＡＸＦＡＸ ：： ５６９８－２５１２５６９８－２５１２

    担　当担　当 ：： 田中田中 ・・ 信太信太 （しだ）（しだ）

    申込期限申込期限 ：： １１月２７日１１月２７日 （金）（金） までまで
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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～～～～

ボランティアとして地域貢献活動ボランティアとして地域貢献活動（市民活動）（市民活動）についてについて

考えてみませんか考えてみませんか
葛飾区社会福祉協議会では４月から葛飾区からの受託事業として地域貢献活動サポート事葛飾区社会福祉協議会では４月から葛飾区からの受託事業として地域貢献活動サポート事

業を実施しています。業を実施しています。「地域貢献活動サポートデスク」「地域貢献活動サポートデスク」((窓口窓口))を設置し、を設置し、ＮＰＯやボランＮＰＯやボラン

ティア団体等、ティア団体等、地域貢献活動を行っている団体を支援しています。地域貢献活動を行っている団体を支援しています。

第１０回コラボかつしかまつりで会いましょう！！第１０回コラボかつしかまつりで会いましょう！！
～出展～出展・・出店団体出店団体・・当日の運営ボランティア募集～当日の運営ボランティア募集～

日時日時：：平成２７年１０月２５日平成２７年１０月２５日（日）（日）午前１０時～午後３時午前１０時～午後３時

会場会場：：立石地区センター別館立石地区センター別館・・勤労福祉会館勤労福祉会館

今年のテーマは今年のテーマは つながつながReRe！！

地域の課題を解決するためには、地域の課題を解決するためには、１個人、１個人、１団体が活動するより、１団体が活動するより、多くの関係団体、多くの関係団体、区民、区民、

ボランティアの皆さんが協働して取り組むことで、ボランティアの皆さんが協働して取り組むことで、より良いまちづくりを進めることができより良いまちづくりを進めることができ

ます。ます。みなさんもこのまつりへの参加をきっかけに、みなさんもこのまつりへの参加をきっかけに、「協働「協働・・連携連携・・つながり」つながり」によるよりによるより

良いまちづくりについて考えてみませんか？良いまちづくりについて考えてみませんか？

■実行委員会■実行委員会

９月１７日９月１７日（木）（木）・・１０月１３日１０月１３日（火）（火）午後６時３０分～午後６時３０分～（立石地区センター別館）（立石地区センター別館）出展出展・・

出店希望の団体は実行委員会にご参加ください。出店希望の団体は実行委員会にご参加ください。

詳しくは地域貢献活動サポートデスクへ！詳しくは地域貢献活動サポートデスクへ！（℡５６７０－７２５１）（℡５６７０－７２５１）
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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：：：：：：：：

　きね川福祉作業所　きね川福祉作業所    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    

＜＜＜＜デイサービスセンターでのボランティアデイサービスセンターでのボランティアデイサービスセンターでのボランティアデイサービスセンターでのボランティア＞＞＞＞＜＜＜＜デイサービスセンターでのボランティアデイサービスセンターでのボランティアデイサービスセンターでのボランティアデイサービスセンターでのボランティア＞＞＞＞

日時日時日時日時日時日時日時日時：：：：：：：：月～土曜の午前１１時～午後３時３０分月～土曜の午前１１時～午後３時３０分（都合のいい日時）（都合のいい日時）

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：：：：：：：：デイサービスセンターなごやか立石デイサービスセンターなごやか立石（立石（立石4-23-12 4-23-12 サンハイツ立石）サンハイツ立石）

※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：：：：：：：：

　デイサービスセンターなごやか立石　デイサービスセンターなごやか立石    坂本坂本【さかもと】【さかもと】

  TEL:  TEL:５６５４－２３２４５６５４－２３２４   FAX:   FAX:５６５４－２３２５５６５４－２３２５

傾聴、傾聴、演芸演芸・・演奏披露、演奏披露、昼食の準備の手伝い、昼食の準備の手伝い、レクリエーション活動の補助をしてくレクリエーション活動の補助をしてく

ださる方を募集します。ださる方を募集します。

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おまつりのお手伝い③おまつりのお手伝い（模擬店、（模擬店、ゲームコーナー等）ゲームコーナー等）

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）

③９月２６日③９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（都合のいい時間）（都合のいい時間）

 高高高高    

 障障障障    
＜＜＜＜精神疾患支援精神疾患支援精神疾患支援精神疾患支援ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人のののの運営運営運営運営＞＞＞＞＜＜＜＜精神疾患支援精神疾患支援精神疾患支援精神疾患支援ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人のののの運営運営運営運営＞＞＞＞

日時日時日時日時日時日時日時日時：：：：：：：：第２、第２、第４土曜の午後２時～４時または午後１時～５時第４土曜の午後２時～４時または午後１時～５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：：：：：：：：シンフォニーヒルズ別館シンフォニーヒルズ別館  会議室など会議室など（立石（立石6-33-16-33-1））

※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：：：：：：：：

　　((ＮＮ))心のつばめ会心のつばめ会    原島原島【はらしま】【はらしま】

  TEL:  TEL:０８０－３１７０－８０５００８０－３１７０－８０５０

精神疾患支援に関心のある方で、精神疾患支援に関心のある方で、会の運営をお手伝いしてくださる方を募集します。会の運営をお手伝いしてくださる方を募集します。

「ボランティア募集」「ボランティア募集」は次ページにも掲載しています。は次ページにも掲載しています。

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：：：：：：：：

　白鳥福祉館　白鳥福祉館    高橋高橋【たかはし】【たかはし】

  TEL:  TEL:３６０４－００３４３６０４－００３４

＜＜＜＜白鳥福祉館白鳥福祉館白鳥福祉館白鳥福祉館＜＜＜＜白鳥福祉館  白鳥福祉館  白鳥福祉館  白鳥福祉館    まつりでのボランティア  まつりでのボランティア  まつりでのボランティア  まつりでのボランティア＞＞＞＞まつりでのボランティアまつりでのボランティアまつりでのボランティアまつりでのボランティア＞＞＞＞

日時日時日時日時日時日時日時日時：：：：：：：：１０月４日１０月４日((日日)  )  午前９時３０分～午後４時午前９時３０分～午後４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：：：：：：：：白鳥福祉館白鳥福祉館（白鳥（白鳥4-8-14-8-1））

対象対象対象対象対象対象対象対象：：：：：：：：中学生以上中学生以上

〆〆〆〆切切切切〆〆〆〆切切切切：：：：：：：：９月２４日９月２４日((木木))

※※  男女問いません男女問いません

「第「第1818回回  お茶亀まつり」お茶亀まつり」にて、にて、模擬店等のお手伝いをしてくださる方を募集します。模擬店等のお手伝いをしてくださる方を募集します。
 障障障障    
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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：：：：：：：：

綾瀬生涯センター綾瀬生涯センター    小熊小熊【おぐま】【おぐま】

  TEL:  TEL:３６０６－７０９９３６０６－７０９９

  FAX:  FAX:３６０６－７０９９３６０６－７０９９

＜＜＜＜綾瀬生涯綾瀬生涯綾瀬生涯綾瀬生涯センターセンターセンターセンター＜＜＜＜綾瀬生涯綾瀬生涯綾瀬生涯綾瀬生涯センター  センター  センター  センター    バザーでのボランティア  バザーでのボランティア  バザーでのボランティア  バザーでのボランティア＞＞＞＞バザーでのボランティアバザーでのボランティアバザーでのボランティアバザーでのボランティア＞＞＞＞

日時日時日時日時日時日時日時日時：：：：：：：：１０月１７日１０月１７日((土土)  )  午前９時～午後４時午前９時～午後４時（雨天時は（雨天時は1818日）日）

場所場所場所場所場所場所場所場所：：：：：：：：東綾瀬公園Ｓ地区東綾瀬公園Ｓ地区((足立成和信用金庫綾瀬支店隣り足立成和信用金庫綾瀬支店隣り))

人員人員人員人員人員人員人員人員：：：：：：：：５名５名（男女問わず）（男女問わず）  ※エプロン持参※エプロン持参

○昼食○昼食((軽食軽食))準備します。準備します。

知的障がい児者通所治療教育施設です。知的障がい児者通所治療教育施設です。運営資金作りのバザーの開催にあたり、運営資金作りのバザーの開催にあたり、会場会場

準備、準備、販売、販売、片づけ等をしてくださる方を募集します。片づけ等をしてくださる方を募集します。

毎年ボランティアが不足して困っています。毎年ボランティアが不足して困っています。皆様のご協力をお願いします。皆様のご協力をお願いします。

 他他他他    

〈〈〈〈〈〈〈〈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

くださる方を募集します。くださる方を募集します。

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：：：：：：：：１１月１１日１１月１１日((水水))、、１月１２日１月１２日((火火))、、３月１１日３月１１日((金金))　　

　　　　    ※※※※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１１１１１１１１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１１１１１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（水水水水））））（（（（水水水水））））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

 他他他他    

 障障障障    
＜＜＜＜視覚障視覚障視覚障視覚障がいがいがいがい者者者者へのガイドヘルプのボランティアへのガイドヘルプのボランティアへのガイドヘルプのボランティアへのガイドヘルプのボランティア＞＞＞＞＜＜＜＜視覚障視覚障視覚障視覚障がいがいがいがい者者者者へのガイドヘルプのボランティアへのガイドヘルプのボランティアへのガイドヘルプのボランティアへのガイドヘルプのボランティア＞＞＞＞

内容内容内容内容内容内容内容内容：：：：：：：：視覚障がい者のガイドヘルプ視覚障がい者のガイドヘルプ（誘導、（誘導、案内）案内）

日時日時日時日時日時日時日時日時：：：：：：：：１０月２６日１０月２６日((月月) ) ２～３時間程度２～３時間程度

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：：：：：：：：柴又柴又  寅さん記念館寅さん記念館（柴又（柴又6-22-196-22-19））

※日暮里駅で待ち合わせ※日暮里駅で待ち合わせ・・解散解散

募集人員募集人員募集人員募集人員募集人員募集人員募集人員募集人員：：：：：：：：１名１名
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：：：：：：：：

　仙波　仙波【せんば】【せんば】（個人）（個人）

  TEL:  TEL:０９０－７２７４－６４２８０９０－７２７４－６４２８

柴又の寅さん記念館へ観光に行きたいので、柴又の寅さん記念館へ観光に行きたいので、ガイドヘルプをしてくださる方を募集しガイドヘルプをしてくださる方を募集し

ます。ます。

ボランティア活動室をご利用くださいボランティア活動室をご利用ください
登録ボランティアグループの皆さんがボランティア活動でご利用になる場合は使用料は無料登録ボランティアグループの皆さんがボランティア活動でご利用になる場合は使用料は無料

となります。となります。

利利  用用  日日：：年末年始を除く毎日年末年始を除く毎日((清掃清掃・・整備日は利用不可整備日は利用不可))

利用時間利用時間：：午前午前(9:00(9:00～～12:00)12:00)、、午後午後(13:00(13:00～～16:30)16:30)、、夜間夜間(17:30(17:30～～21:30)21:30)、、

                    終日終日(9:00(9:00～～21:30)  21:30)  ※日※日･･祝日は祝日は16:3016:30閉館閉館

場場        所所：：堀切３－３４－１堀切３－３４－１  ウェルピアかつしか１階ウェルピアかつしか１階

問問  合合  せせ：：ボランティアセンターボランティアセンター  TEL   TEL ５６９８－２５１１５６９８－２５１１  FAX   FAX ５６９８－２５１２５６９８－２５１２

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　　　　　　　　

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）
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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～～～～

　　

　　

　　

　　

葛飾区介護支援サポーター事業　サポーターを募集します葛飾区介護支援サポーター事業　サポーターを募集します

【制度の概要】【制度の概要】

区内在住の満６５歳以上の方が、区内在住の満６５歳以上の方が、老人ホームなどの介護施設で、老人ホームなどの介護施設で、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、

掃除などの軽作業、掃除などの軽作業、洗濯ものたたみ、洗濯ものたたみ、園芸など、園芸など、個々の施設に応じた手伝い個々の施設に応じた手伝い（サポーター活動）（サポーター活動）を行うと、を行うと、

活動時間に応じてポイント活動時間に応じてポイント（１時間＝１００ポイント）（１時間＝１００ポイント）がもらえます。がもらえます。

ポイントは年度毎に集計され、ポイントは年度毎に集計され、ご本人の申し出により、ご本人の申し出により、ポイント数に応じた交付金ポイント数に応じた交付金（年間最大５（年間最大５,,００００００

円）円）を受け取れます。を受け取れます。

【制度のしくみ】【制度のしくみ】

　　①ボランティアセンターでサポーター登録する①ボランティアセンターでサポーター登録する

　　登録をするためには、　　登録をするためには、説明会説明会・・基礎研修会への基礎研修会への

        参加が必要です。参加が必要です。（下記参照）（下記参照）

　　②登録施設で活動する②登録施設で活動する

　　かつしかボランティアセンターに登録してある　　かつしかボランティアセンターに登録してある

        活動受入施設活動受入施設（特別養護老人ホーム、（特別養護老人ホーム、デイデイ

        サービス、サービス、グループホームなど）グループホームなど）で活動します。で活動します。

        （受入施設は現在５０施設）（受入施設は現在５０施設）

    ③サポーター手帳にスタンプをためる③サポーター手帳にスタンプをためる

　　サポーター手帳　　サポーター手帳（登録時に配布）（登録時に配布）に、に、活動時間活動時間

        １時間につき１個のスタンプをもらいます。１時間につき１個のスタンプをもらいます。

        （スタンプは１日最大２個分まで）（スタンプは１日最大２個分まで）

    ④集めたスタンプをポイントに変える④集めたスタンプをポイントに変える

　　活動実績は年度ごとに　　活動実績は年度ごとに“１スタンプ＝“１スタンプ＝

        １００ポイント”１００ポイント”として評価されます。として評価されます。

    ⑤評価ポイントに応じた交付金をうけとる⑤評価ポイントに応じた交付金をうけとる

　　本人の申し出により、　　本人の申し出により、  “１００ポイント＝“１００ポイント＝

        １００円”１００円”に転換され、に転換され、交付金として受け交付金として受け

        とることができます。とることができます。（年間５（年間５,,０００円まで）０００円まで）

～この事業は、～この事業は、『高齢者の介護予防』『高齢者の介護予防』とと『社会参加の推進』『社会参加の推進』を目的としています～を目的としています～

《《《《制度説明会制度説明会制度説明会制度説明会《《《《制度説明会制度説明会制度説明会制度説明会・・・・・・・・基礎研修会基礎研修会基礎研修会基礎研修会》》》》基礎研修会基礎研修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介護保険証をお持ちください。登録を希望する方は介護保険証をお持ちください。

【日時【日時・・会場】会場】  平成２７年９月１８日平成２７年９月１８日（金）　午前１０時～正午（金）　午前１０時～正午

　水元ふれあいの家　水元ふれあいの家（水元１－２６－２０）（水元１－２６－２０）

【対象】【対象】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

【定員】【定員】先着２０名先着２０名

【申込方法】【申込方法】電話またはファクス電話またはファクス（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）

【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。

 

（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。）

最近、最近、望遠鏡なしでも月の写真が撮れる望遠鏡なしでも月の写真が撮れる

カメラが発売になったということで、カメラが発売になったということで、早早

速投稿していただきました。速投稿していただきました。

月面の様子が結構ちゃんと写っているの月面の様子が結構ちゃんと写っているの

が分かります。が分かります。

 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。。。。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。


