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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１１月７日今後の開所日は１１月７日・・１１日、１１日、１２月５日１２月５日・・１９日で１９日で

す。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１０１０１０１０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１０１０１０１０月末日月末日月末日月末日））））

                                個人登録個人登録：：１２４名１２４名

  　団体登録　団体登録：：８８団体８８団体

    （団体）　２（団体）　２,, ３７９名３７９名

　　    合計　合計　  ２２ ,, ５０３名５０３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

　『第２７回かつしかボランティアまつり』　『第２７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』が一体となり、が一体となり、『第１１回『第１１回

ウェルピアまつり』ウェルピアまつり』として実施します。として実施します。

　『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、福祉表彰や障害者作品展も行います。福祉表彰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２７回かつしかボランティアまつり第２７回かつしかボランティアまつり

（第１１回（第１１回  ウェルピアまつり）ウェルピアまつり）

１１月２９日１１月２９日 （日）　１０（日）　１０ ：： ００～１５００～１５ ：： ００００

（販売等開始は（販売等開始は  １０１０ ：： ４０～）４０～）

会場会場 ：： ウェルピアかつしかウェルピアかつしか

※車でのご来場はご遠慮ください。※車でのご来場はご遠慮ください。
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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　１１月２８日前日　１１月２８日（土）　午前９時～正午（土）　午前９時～正午

　　　当日　１１月２９日　　　当日　１１月２９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

　　　　　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。

 

 

＊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）

＊ＤＡＩＳＹ図書体験＊ＤＡＩＳＹ図書体験

                                （マルチメディアＤＡＩＳＹ（マルチメディアＤＡＩＳＹ･･かつしか）かつしか）

＊水質調査体験＊水質調査体験（（葛葛飾の川をきれいにする会）飾の川をきれいにする会）

＊健康チェック＊健康チェック（（葛葛飾ロイヤルケアセンター）飾ロイヤルケアセンター）

＊介護予防体験＊介護予防体験((ツリー作成ツリー作成))

          （高齢者総合相談センター堀切／お花茶屋）（高齢者総合相談センター堀切／お花茶屋）

＊パソコン体験＊パソコン体験 （ＰＣＣ（ＰＣＣ葛葛飾）飾）

＊模擬避難所での体験＊模擬避難所での体験

                （災害ボランティアグループ（災害ボランティアグループ    コアかつしか）コアかつしか）

＊車いす体験＊車いす体験 （障害者施設課）（障害者施設課）

＊ＡＥＤ体験＊ＡＥＤ体験 （本田消防署）（本田消防署）

＊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）

＊ハンドベル＊ハンドベル （エンジェルス）（エンジェルス）

＊ハンドベル＊ハンドベル （夢太鼓）（夢太鼓）

＊小中学生ヒップホップダンス＊小中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）

＊手話劇＊手話劇 （手話サークル（手話サークル葛葛飾）飾）

＊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）

＊手話ダンス＊手話ダンス （手話ダンス（手話ダンス･･愛）愛）

＊リコーダー演奏＊リコーダー演奏 （リコーダー友の会）（リコーダー友の会）

＊ハワイアン音楽とフラダンス＊ハワイアン音楽とフラダンス

                                                                            （アロハ（アロハ･･エコーズ）エコーズ）

まつりボランティア募集まつりボランティア募集まつりボランティア募集まつりボランティア募集まつりボランティア募集まつりボランティア募集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：：田中田中・・信太信太【たなか【たなか・・しだ】）しだ】）

申込み期限申込み期限：：１１月２７日１１月２７日（金）（金）までまで

 

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～

バザーバザーバザーバザーバザーバザーバザーバザー

ビーズアクセサリービーズアクセサリー・・衣類衣類・・日用品日用品・・

雑貨雑貨・・絵本絵本  などなど

     ミニ ミニ ミニ ミニ縁日縁日縁日縁日ミニミニミニミニ縁日縁日縁日縁日

　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

  （＊こまどりの会（＊こまどりの会／／**ボランティアまつり実行ボランティアまつり実行

　　  委員会委員会））

（（**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／**かがやけ共かがやけ共

同作業所／同作業所／**葛飾幼児グループ／葛飾幼児グループ／**はぁーとのはぁーとの

わ／わ／**さくらハウス）さくらハウス）

模擬店模擬店模擬店模擬店模擬店模擬店模擬店模擬店

新鮮野菜新鮮野菜・・焼きそば焼きそば・・たこ焼きたこ焼き・・五目五目

いなりいなり・・みそおでんみそおでん・・チヂミなどチヂミなど

（（**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／**風の子風の子

会／会／**葛飾区肢体不自由児者父母の会／葛飾区肢体不自由児者父母の会／**葛飾葛飾

区手をつなぐ親の会／区手をつなぐ親の会／**しょうぶエバンズ／しょうぶエバンズ／**

花のまちづくり協議会／花のまちづくり協議会／**わかばかつしか／わかばかつしか／**

水元そよかぜ園／水元そよかぜ園／**ビオラ）ビオラ）

 

バザーバザー ・・ 模擬店模擬店 ・・ ミニ縁日ミニ縁日

1010 ：： ４０～４０～
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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    

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

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）

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：：：：：：：：

かつしか風の子保育園かつしか風の子保育園    氏家氏家【うじいえ】【うじいえ】

  TEL:  TEL:５６７１－１０１５５６７１－１０１５

  FAX:  FAX:５６７１－１０１６５６７１－１０１６

＜＜＜＜かつしかかつしかかつしかかつしか風風風風のののの子保育園子保育園子保育園子保育園＜＜＜＜かつしかかつしかかつしかかつしか風風風風のののの子保育園  子保育園  子保育園  子保育園    イベントでの  イベントでの  イベントでの  イベントでの保育補助保育補助保育補助保育補助ボランティアボランティアボランティアボランティア＞＞＞＞イベントでのイベントでのイベントでのイベントでの保育補助保育補助保育補助保育補助ボランティアボランティアボランティアボランティア＞＞＞＞

日時日時日時日時日時日時日時日時：：：：：：：：１１月２０日１１月２０日((金金))、、２７日２７日((金）、金）、１２月１８日１２月１８日（金）（金）    午前１０時１０分～１１時２０分午前１０時１０分～１１時２０分

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：：：：：：：：かつしか風の子保育園かつしか風の子保育園（立石（立石8-18-78-18-7））

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：：：：：：：：２名２名

※※  男女問いません男女問いません

子育て中の親を対象としたヨガ講習会などで参加者の子どもの保育補助をしてくれる子育て中の親を対象としたヨガ講習会などで参加者の子どもの保育補助をしてくれる

方を募集します。方を募集します。

 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：：：：：：：：毎月３回毎月３回（土曜日）（土曜日）１時間程度１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：：：：：：：：金町～松戸金町～松戸

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（※ガイドヘルプ経験のある方尚良）（※ガイドヘルプ経験のある方尚良）

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：：：：：：：：

　白井　白井【しらい】【しらい】（個人）（個人）

  TEL:  TEL:０９０－３１０３－２１６９０９０－３１０３－２１６９

松戸のピアノ教室までガイドヘルプしてくれる方を募集します。松戸のピアノ教室までガイドヘルプしてくれる方を募集します。

児児児児児児児児

〈〈〈〈〈〈〈〈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

くれる方を募集します。くれる方を募集します。

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：：：：：：：：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１１１１月月月月１２１２１２１２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１１１１月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（火火火火））））（（（（火火火火））））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    

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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　１０月１７日　１０月１７日（土）（土）「中「中・・高生のためのボランティアスクール」高生のためのボランティアスクール」の一環として、の一環として、飼い主の飼い主の

いない犬いない犬（保護センターに引き取られ、（保護センターに引き取られ、保護期間が切れた犬）保護期間が切れた犬）たちの新しい飼い主を探す、たちの新しい飼い主を探す、

里親会のお手伝いへ、里親会のお手伝いへ、中学生１２名が参加しました。中学生１２名が参加しました。

　前半は、　前半は、実施団体であるボランティアグループ実施団体であるボランティアグループ

「アイドッグレスキュー隊」「アイドッグレスキュー隊」による事前学習を行による事前学習を行

いました。いました。ペットを飼う責任について、ペットを飼う責任について、さらにはさらには

アイドッグレスキュー隊が目指すアイドッグレスキュー隊が目指す「捨て犬殺処分「捨て犬殺処分

ゼロ」ゼロ」へ向けての活動内容についても学び、へ向けての活動内容についても学び、自分自分

たちに何ができるのかをワークショップで話し合たちに何ができるのかをワークショップで話し合

いました。いました。

ボランティアスクール実施報告ボランティアスクール実施報告

              保護犬の里親会のお手伝いをしてきました！保護犬の里親会のお手伝いをしてきました！

・・私は小さい頃から犬などの動物がとても好きでした。私は小さい頃から犬などの動物がとても好きでした。でも、でも、小学３年生くらいの時、小学３年生くらいの時、本屋本屋

でで「捨て犬の殺処分」「捨て犬の殺処分」についての本を読んで、についての本を読んで、とてもショックを受けました。とてもショックを受けました。だから今回、だから今回、

「捨て犬の殺処分ゼロを目指す活動」「捨て犬の殺処分ゼロを目指す活動」の話を聞いて、の話を聞いて、犬を飼う時は責任を持って最期まで見犬を飼う時は責任を持って最期まで見

守ってあげるということや、守ってあげるということや、保護施設に入る以前に、保護施設に入る以前に、犬の迷子や虐待のない国にすることが犬の迷子や虐待のない国にすることが

必要ということに、必要ということに、とても共感しました。とても共感しました。

・・犬がたくさん殺処分されているということは知っていましたが、犬がたくさん殺処分されているということは知っていましたが、やはりその現実はとてもやはりその現実はとても

悲しかったです。悲しかったです。年々減ってきているようですが、年々減ってきているようですが、まだ救われない命があるので、まだ救われない命があるので、私たちが私たちが

このような活動を広められれば良いと思います。このような活動を広められれば良いと思います。少しでも多くの人に活動だけでも知っても少しでも多くの人に活動だけでも知っても

らいたいと思いました。らいたいと思いました。

※アイドッグレスキュー隊では、※アイドッグレスキュー隊では、依頼があれば依頼があれば「捨て犬殺処分ゼロを目指す活動について」「捨て犬殺処分ゼロを目指す活動について」

などの学習会を開くことができます。などの学習会を開くことができます。ご興味のある方は、ご興味のある方は、ボランティアセンターまでお問いボランティアセンターまでお問い

合わせください。合わせください。

学生の感想文より～学生の感想文より～

命の大切さにじっくりと向き合った、命の大切さにじっくりと向き合った、貴重な時間になったのではないかと思います。貴重な時間になったのではないかと思います。

　後半は、　後半は、メインイベントの里親会です。メインイベントの里親会です。

お客さんの受付をしたり、お客さんの受付をしたり、外遊びが好きな外遊びが好きな

犬を交替で散歩へ連れ出したり、犬を交替で散歩へ連れ出したり、お客さんお客さん

へ、へ、個々の犬の特徴個々の犬の特徴・・性格について説明し性格について説明し

たりと、たりと、様々なお手伝いをしました。様々なお手伝いをしました。

　お客さんが、　お客さんが、里親会でそのまま犬を連れ里親会でそのまま犬を連れ

て帰るということはしないのでて帰るということはしないので((※※))、、参加参加

した学生が直接的にした学生が直接的に「命を助けた」「命を助けた」というという

感覚は得られなかったとは思いますが、感覚は得られなかったとは思いますが、

※引き取りたい犬がいた場合は次回は家族を連れてきて犬とのお見合いをするとか、※引き取りたい犬がいた場合は次回は家族を連れてきて犬とのお見合いをするとか、アイアイ

ドッグのメンバーが、ドッグのメンバーが、引き取りについての最終意思確認をするなどといった手順をふむため引き取りについての最終意思確認をするなどといった手順をふむため
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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～～～～

地域地域地域地域のののの皆皆皆皆さまのさまのさまのさまの力力力力がががが必要必要必要必要ですですですです！！！！地域地域地域地域のののの皆皆皆皆さまのさまのさまのさまの力力力力がががが必要必要必要必要ですですですです！！！！

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～地域での見守り～地域での見守り～地域での見守り・～地域での見守り・～地域での見守り・～地域での見守り・・支え合い～・支え合い～・支え合い～・支え合い～支え合い～支え合い～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するの解決に向けお手伝いする

ものです。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、※活動を希望される方は、※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。※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。※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。※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。ボランティアセンターまでお問い合わせください。

 

かつしかＶネットとは？かつしかＶネットとは？かつしかＶネットとは？かつしかＶネットとは？かつしかＶネットとは？かつしかＶネットとは？かつしかＶネットとは？かつしかＶネットとは？

ボランティアセンターに登録した団体及び個人ボランティアの連絡網ボランティアセンターに登録した団体及び個人ボランティアの連絡網

を作ることにより、を作ることにより、葛飾区における地域福祉やボランティア活動の充葛飾区における地域福祉やボランティア活動の充

実を図ることを目的に活動している組織です。実を図ることを目的に活動している組織です。

ボランティアセンターの各種事業に協力しているほか、ボランティアセンターの各種事業に協力しているほか、区の委員会な区の委員会な

どにもボランティアの代表として参加しています。どにもボランティアの代表として参加しています。

個人登録ボランティア個人登録ボランティア・・登録ボランティアグループの皆様へ登録ボランティアグループの皆様へ

かつしかＶネットにご加入ください！かつしかＶネットにご加入ください！

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
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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。）

「バリアフリー「バリアフリー・・ダイビング」ダイビング」

障がいのある人も一緒にスキュー障がいのある人も一緒にスキュー

バダイビングを楽しむイベントにバダイビングを楽しむイベントに

参加しているボランティアの方か参加しているボランティアの方か

ら、ら、実際に潜って撮影したという実際に潜って撮影したという

ウミガメの写真をいただきましウミガメの写真をいただきまし

た。た。

ご本人も普段は車いすで生活されご本人も普段は車いすで生活され

ていますが、ていますが、毎回このイベントは毎回このイベントは

楽しみにしているそうです。楽しみにしているそうです。

 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・・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

        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＊＊＊＊　イトーヨーカドー四つ木店　イトーヨーカドー四つ木店・・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。


