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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３月１９日、今後の開所日は３月１９日、４月２日４月２日・・１６日、１６日、５月７日５月７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２８２８２８２８年年年年２２２２月末日月末日月末日月末日））））（（（（平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年２２２２月末日月末日月末日月末日））））

                                個人登録個人登録：：１３４名１３４名

  　団体登録　団体登録：：９１団体９１団体

    （団体）　２（団体）　２,, ３９１名３９１名

　　    合計　合計　  ２２ ,, ５２５名５２５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

２８２８２８２８年度年度年度年度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登録登録登録についてについてについてについて２８２８２８２８年度年度年度年度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登録登録登録についてについてについてについて
　　かつしかボランティアセンターではボランティアかつしかボランティアセンターではボランティアかつしかボランティアセンターではボランティアかつしかボランティアセンターではボランティア登録登録登録登録をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。かつしかボランティアセンターではボランティアかつしかボランティアセンターではボランティアかつしかボランティアセンターではボランティアかつしかボランティアセンターではボランティア登録登録登録登録をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。センターではセンターではセンターではセンターでは、、、、センターではセンターではセンターではセンターでは、、、、

施設施設施設施設やややや団体等団体等団体等団体等がボランティアをがボランティアをがボランティアをがボランティアを必要必要必要必要とするとするとするとする時時時時にににに、、、、施設施設施設施設やややや団体等団体等団体等団体等がボランティアをがボランティアをがボランティアをがボランティアを必要必要必要必要とするとするとするとする時時時時にににに、、、、登録登録登録登録しているしているしているしている個人個人個人個人ボランティアやボランティアやボランティアやボランティアや団体団体団体団体登録登録登録登録しているしているしているしている個人個人個人個人ボランティアやボランティアやボランティアやボランティアや団体団体団体団体

をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動をををを区内区内区内区内にににに広広広広めるためのパートナーとしてめるためのパートナーとしてめるためのパートナーとしてめるためのパートナーとして、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動をををを区内区内区内区内にににに広広広広めるためのパートナーとしてめるためのパートナーとしてめるためのパートナーとしてめるためのパートナーとして、、、、ボランティボランティボランティボランティボランティボランティボランティボランティ

アアアア登録登録登録登録をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。アアアア登録登録登録登録をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

①２ヵ月に１回発行のボランティアセンターだよりを希望によりお手元に届けます。①２ヵ月に１回発行のボランティアセンターだよりを希望によりお手元に届けます。ボランティアセンボランティアセン

    ターだよりはＨＰでも見ることができます。ターだよりはＨＰでも見ることができます。

②団体はボランティアセンターＨＰに活動内容等を掲載します。②団体はボランティアセンターＨＰに活動内容等を掲載します。

③団体は③団体は「ボランティアグループ「ボランティアグループ・・育成助成金」育成助成金」の申請ができます。の申請ができます。

※※※※４４４４月末月末月末月末までにまでにまでにまでに登録登録登録登録がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。※※※※４４４４月末月末月末月末までにまでにまでにまでに登録登録登録登録がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。詳しくは詳しくは「葛飾社協だより」「葛飾社協だより」４月２５日号をご覧ください。４月２５日号をご覧ください。

④ウェルピアかつしか１階のボランティア活動室を利用できます。④ウェルピアかつしか１階のボランティア活動室を利用できます。（ボランティア活動室の利用には、（ボランティア活動室の利用には、区区

    の利用団体登録が必要です。）の利用団体登録が必要です。）

⑤ボランティアセンターの印刷機、⑤ボランティアセンターの印刷機、ロッカーの利用ができます。ロッカーの利用ができます。印刷機は有料です。印刷機は有料です。（製版１回につき（製版１回につき

    ５０円）５０円）    紙は各自ご用意ください。紙は各自ご用意ください。

⑥⑥ボランティアボランティアボランティアボランティア保険保険保険保険のすべてのプランについてのすべてのプランについてのすべてのプランについてのすべてのプランについて１００１００１００１００円補助円補助円補助円補助しますしますしますします。。。。ボランティアボランティアボランティアボランティア保険保険保険保険のすべてのプランについてのすべてのプランについてのすべてのプランについてのすべてのプランについて１００１００１００１００円補助円補助円補助円補助しますしますしますします。。。。
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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～～～～

２８２８２８２８年度年度年度年度ボランティアボランティアボランティアボランティア保険保険保険保険についてについてについてについて２８２８２８２８年度年度年度年度ボランティアボランティアボランティアボランティア保険保険保険保険についてについてについてについて

　ボランティア活動を行うにあたって、　ボランティア活動を行うにあたって、万が一に備え、万が一に備え、ボランティア保険への加入をおすすめしています。ボランティア保険への加入をおすすめしています。

ボランティアセンターで扱っている保険は東京都社会福祉協議会が扱っているボランティアセンターで扱っている保険は東京都社会福祉協議会が扱っている「ボランティア保険」「ボランティア保険」です。です。

詳しくは東京ボランティア詳しくは東京ボランティア・・市民活動センターのＨＰをご覧いただくか、市民活動センターのＨＰをご覧いただくか、ボランティアセンターまでお問ボランティアセンターまでお問

い合わせください。い合わせください。

　保険料は２７年度から変更はありませんが、　保険料は２７年度から変更はありませんが、補償内容は下表のとおり変更となりますので、補償内容は下表のとおり変更となりますので、ご確認くだご確認くだ

さい。さい。

↓ ↓

２８年度 13,400千円 13,400千円２８年度 13,400千円 13,400千円２８年度 13,400千円 13,400千円２８年度 13,400千円 13,400千円

手術保険金

(※変更

    なし)

特定感染症によ

る葬祭費用保険

金

(※変更

    なし)

300万円限度 300万円限度

熱中症危険補償

(※変更

     なし)

○ ○

人格権侵害

(※変更

    なし)

３００円 ６００円

300万円限度 300万円限度

特定感染症によ

る後遺障害、通

院保険金、入院

保険金

(※変更

    なし)

上記死亡保険

金を除く後遺

障害、入通院

保険金額に同

じ

５００円 ７００円 １,０００円 １,４００円1名あたりの年間保険料

身体障害・

財物損壊共通

(※変更

    なし)

賠償責任

補償

１事故につき（支払い限度額）５億円

300万円限度

平成２８年度ボランティア保険 補償の変更について

後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100％～42％をお支払いしま

す。

5,500円 8,000円 12,000円

天災Ｃ

プラン

8,200千円 14,900千円 20,200千円

24,400千円 33,400千円24,400千円 33,400千円24,400千円 33,400千円24,400千円 33,400千円

Ｂプラン Ｃプラン

天災Ａ

プラン

天災Ｂ

プラン

24,600千円 33,300千円

Ａプラン

死亡・後遺障害

保険金額

24,400千円 33,400千円24,400千円 33,400千円24,400千円 33,400千円24,400千円 33,400千円

２７年度 13,100千円

                プラン

補償内容

傷

　

害

　

補

　

償

300万円限度

後遺障害

↓ ↓ ↓ ↓

5,000円 7,000円5,000円

5,500円 8,000円 12,000円

○

上記死亡保険

金を除く後遺

障害、入通院

保険金額に同

じ

3,000円

上記死亡保険

金を除く後遺

障害、入通院

保険金額に同

じ

上記死亡保険

金を除く後遺

障害、入通院

保険金額に同

じ

上記死亡保険

金を除く後遺

障害、入通院

保険金額に同

じ

○ ○ ○

7,000円

上記死亡保険

金を除く後遺

障害、入通院

保険金額に同

じ

入院中に手術を受けた場合：入院保険金日額の１０倍

それ以外の手術の場合：入院保険金日額の５倍

(※変更

    なし)

入院保険金

通院保険金

(※変更

    なし)

(※変更

    なし)

3,000円

※①※①※①※①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者登録者登録者登録者にはにはにはには一人年間一人年間一人年間一人年間３００３００３００３００～～～～１１１１※①※①※①※①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者登録者登録者登録者にはにはにはには一人年間一人年間一人年間一人年間３００３００３００３００～～～～１,１,１,１,,４００,４００,４００,４００円円円円のののの保険料保険料保険料保険料のうちのうちのうちのうち、、、、４００４００４００４００円円円円のののの保険料保険料保険料保険料のうちのうちのうちのうち、、、、社協社協社協社協がががが１００１００１００１００円円円円をををを補助補助補助補助社協社協社協社協がががが１００１００１００１００円円円円をををを補助補助補助補助

                    します    します    します    します。。。。しますしますしますします。（。（。（。（自己負担自己負担自己負担自己負担２００２００２００２００～～～～１１１１（（（（自己負担自己負担自己負担自己負担２００２００２００２００～～～～１,１ ,１ ,１ ,,３００,３００,３００,３００円円円円））））３００３００３００３００円円円円））））

　　　　②②②②団体団体団体団体でででで加入加入加入加入されるされるされるされる場合場合場合場合はははは人数分人数分人数分人数分のののの保険料保険料保険料保険料とととと加入者名簿加入者名簿加入者名簿加入者名簿　　　　②②②②団体団体団体団体でででで加入加入加入加入されるされるされるされる場合場合場合場合はははは人数分人数分人数分人数分のののの保険料保険料保険料保険料とととと加入者名簿加入者名簿加入者名簿加入者名簿（（（（３３３３部部部部））））（（（（３３３３部部部部））））をおをおをおをお持持持持ちくださいちくださいちくださいちください。。。。をおをおをおをお持持持持ちくださいちくださいちくださいちください。。。。

          ボランティア  ボランティア  ボランティア  ボランティア保険保険保険保険はははは当当当当センターでセンターでセンターでセンターで扱扱扱扱うものうものうものうもの以外以外以外以外にもありますにもありますにもありますにもあります。。。。ボランティアボランティアボランティアボランティア保険保険保険保険はははは当当当当センターでセンターでセンターでセンターで扱扱扱扱うものうものうものうもの以外以外以外以外にもありますにもありますにもありますにもあります。 。 。 。  詳 詳 詳 詳しくはしくはしくはしくは保険代理店等保険代理店等保険代理店等保険代理店等へおへおへおへお問問問問いいいい合合合合わわわわ詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは保険代理店等保険代理店等保険代理店等保険代理店等へおへおへおへお問問問問いいいい合合合合わわわわ

せくださいせくださいせくださいせください。。。。せくださいせくださいせくださいせください。。。。

                                                        申込申込・・問合せ問合せ：：かつしかボランティアセンター　電　話　５６９８かつしかボランティアセンター　電　話　５６９８‐‐２５１１２５１１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                　　　　    　ＦＡＸ　５６９８　ＦＡＸ　５６９８‐‐２５１２２５１２
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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）

〈〈〈〈〈〈〈〈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（（（（土土土土（（（（土土土土････････日日日日日日日日････････祝日祝日祝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））））祝日祝日祝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：：：：：：：：５月１１日５月１１日((水水))、、７月１１日７月１１日((月月))、、９月１２日９月１２日((月月))

　　　　    ※※※※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５５５５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５５５５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    

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）

 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スポーツやへのスポーツやへのスポーツやへのスポーツや外出外出外出外出のガイドヘルプのボランティアのガイドヘルプのボランティアのガイドヘルプのボランティア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スポーツやへのスポーツやへのスポーツやへのスポーツや外出外出外出外出のガイドヘルプのボランティアのガイドヘルプのボランティアのガイドヘルプのボランティアのガイドヘルプのボランティア＞＞＞＞

日時日時日時日時日時日時日時日時：：：：：：：：月月･･水水･･木木  （時間は相談）（時間は相談）

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：：：：：：：：葛飾区総合スポーツセンター他葛飾区総合スポーツセンター他

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：：：：：：：：数名数名（※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：：：：：：：：

　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

一緒に土手などでランニングやスポーツセンターへの外出のガイドヘルプをしてくれ一緒に土手などでランニングやスポーツセンターへの外出のガイドヘルプをしてくれ

る方を募集します。る方を募集します。

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：：：：：：：：

金町日本語クラブ金町日本語クラブ    髙澤髙澤【たかざわ】【たかざわ】

  TEL:  TEL:０９０－６３４６－９０８００９０－６３４６－９０８０

  FAX:  FAX:３６０９－１０９０３６０９－１０９０

＜＜＜＜金町日本語金町日本語金町日本語金町日本語クラブクラブクラブクラブ　　　　＜＜＜＜金町日本語金町日本語金町日本語金町日本語クラブクラブクラブクラブ　 　 　 　  外国人向 外国人向 外国人向 外国人向けけけけ日本語学習支援日本語学習支援日本語学習支援日本語学習支援のボランティアのボランティアのボランティアのボランティア＞＞＞＞外国人向外国人向外国人向外国人向けけけけ日本語学習支援日本語学習支援日本語学習支援日本語学習支援のボランティアのボランティアのボランティアのボランティア＞＞＞＞

日時日時日時日時日時日時日時日時：：：：：：：：毎週金曜日毎週金曜日    午後６時～９時午後６時～９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：：：：：：：：金町地区センター金町地区センター（東金町（東金町1-22-11-22-1））

                    または、または、末広集い交流館末広集い交流館（金町（金町5-4-15-4-1））

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：：：：：：：：５名５名

※※  男女問いません男女問いません

区内在住の外国人に対する日本語学習支援のボランティアを募集します。区内在住の外国人に対する日本語学習支援のボランティアを募集します。

 他他他他    
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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
◆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、施設に応じたサ施設に応じたサ

ポーター活動を行うことにより、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立ち介護予防や社会参加にも役立ち

ます。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をお持

ちください。ちください。

【日時【日時・・会場】会場】

  ５月１６日５月１６日((月月))　午後１時３０分～４時　ウェルピアかつしか　午後１時３０分～４時　ウェルピアかつしか  ボランティア活動室ボランティア活動室

【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】４０人４０人（先着順）（先着順）

【〆切】【〆切】  ５月１３日５月１３日（金）（金）

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。

【申込み【申込み・・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　TEL TEL ５６９８５６９８--２５１１　２５１１　FAX FAX ５６９８５６９８--２５１２２５１２

小小・・中中・・高等学校の福祉高等学校の福祉・・ボランティア活動のご紹介ボランティア活動のご紹介
((福祉教育推進協力校活動パネル展福祉教育推進協力校活動パネル展))

ボランティアセンターでは、ボランティアセンターでは、地域福祉地域福祉・・ボランティア活動への参加促進を目的に、ボランティア活動への参加促進を目的に、区内の区内の

小学校、小学校、中学校、中学校、高等学校を福祉教育推進協力校として指定し、高等学校を福祉教育推進協力校として指定し、学校が実施する福祉やボ学校が実施する福祉やボ

ランティアに関する取り組みを支援しています。ランティアに関する取り組みを支援しています。

この度、この度、福祉教育推進協力校として指定した学校の福祉福祉教育推進協力校として指定した学校の福祉・・ボランティア活動について紹介ボランティア活動について紹介

するパネル展を亀有地区センターにて開催しますので、するパネル展を亀有地区センターにて開催しますので、みなさん、みなさん、是非、是非、お越しください。お越しください。

会場会場：：亀有地区センター　ロビー亀有地区センター　ロビー（亀有３－２６－１　リリオ館７階）（亀有３－２６－１　リリオ館７階）

期間期間：：３月２３日３月２３日((水水) ) 正午～３月２８日正午～３月２８日((月月) ) 正午まで正午まで

小学校

飯塚小学校・梅田小学校・金町小学校・鎌倉小学校・上千葉小学校・柴原小学校・

清和小学校・高砂小学校・中青戸小学校・新宿小学校・原田小学校・東水元小学

校・二上小学校・水元小学校・道上小学校

中学校 綾瀬中学校・一之台中学校・小松中学校・中川中学校・堀切中学校・本田中学校

高等学校 南葛飾高等学校

パネル展示校
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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

ボランティアセンターでは、ボランティアセンターでは、ボランティア活動を支援するため、ボランティア活動を支援するため、ボランティア登録団体にボランティア登録団体に

ロッカーを貸出しています。ロッカーを貸出しています。使用を希望される団体は使用を希望される団体は「ロッカー使用基準」「ロッカー使用基準」を確認のうえ、を確認のうえ、

申込みをお願いします。申込みをお願いします。

・・対　　象対　　象：：ボランティア登録団体ボランティア登録団体

・・貸貸  出出  数数：：７７

・・使用期間使用期間：：平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

・・申込方法申込方法：：ロッカー使用申込書をボランティアセンターへ提出ロッカー使用申込書をボランティアセンターへ提出

平成２８年度平成２８年度  かつしかボランティアセンターロッカー使用の申込みを受付しますかつしかボランティアセンターロッカー使用の申込みを受付します

(((((提出期限　平成２８年３月２５日(提出期限　平成２８年３月２５日(提出期限　平成２８年３月２５日(提出期限　平成２８年３月２５日提出期限　平成２８年３月２５日(提出期限　平成２８年３月２５日(提出期限　平成２８年３月２５日(提出期限　平成２８年３月２５日((金(金(金(金金)金)金)金))必着)必着)必着)必着必着)必着)必着)必着)))))

※使用希望団体がロッカーの数を上回った場合は、※使用希望団体がロッカーの数を上回った場合は、抽選により貸出団体を決定します。抽選により貸出団体を決定します。

※ロッカー使用基準と申込書は、※ロッカー使用基準と申込書は、ボランティアセンターホームページから印刷していボランティアセンターホームページから印刷してい

ただくか、ただくか、もしくは窓口で配付します。もしくは窓口で配付します。

抽選の場合は３月２９日抽選の場合は３月２９日((火火))午前１０時３０分にウェルピアかつしか１階午前１０時３０分にウェルピアかつしか１階  社協社協

研修室にて公開抽選を実施します。研修室にて公開抽選を実施します。公開抽選の見学を希望される方は、公開抽選の見学を希望される方は、事前に事前に

ご連絡ください。ご連絡ください。

今年度助成金の交付を受けた団体の皆様には、今年度助成金の交付を受けた団体の皆様には、平成２８年４月５日までに事業報告書を提出平成２８年４月５日までに事業報告書を提出

いただくことになりますので、いただくことになりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

なお、なお、事業報告には、事業報告には、領収書や写真、領収書や写真、広報物等の必要な提出物がありますので、広報物等の必要な提出物がありますので、再度ご確認再度ご確認

ください。ください。

また、また、最終的にかかった経費の８０％が助成金額となります。最終的にかかった経費の８０％が助成金額となります。当初の予算より経費が少ない当初の予算より経費が少ない

場合には返還金が生じる場合がありますので、場合には返還金が生じる場合がありますので、早めにご相談ください。早めにご相談ください。返還金の精算は３月返還金の精算は３月

２５日までです。２５日までです。

なおなおなおなお、、、、なおなおなおなお、、、、２８２８２８２８年度年度年度年度のののの申請資料申請資料申請資料申請資料はははは４４４４月月月月１８１８１８１８日日日日２８２８２８２８年度年度年度年度のののの申請資料申請資料申請資料申請資料はははは４４４４月月月月１８１８１８１８日(日(日(日(( 月(月(月(月月)月)月)月)) からボランティアセンター) からボランティアセンター) からボランティアセンター) からボランティアセンター窓口窓口窓口窓口でででで配布配布配布配布ししししからボランティアセンターからボランティアセンターからボランティアセンターからボランティアセンター窓口窓口窓口窓口でででで配布配布配布配布しししし

ますますますます。。。。ますますますます。（。（。（。（ホームページからダウロードもホームページからダウロードもホームページからダウロードもホームページからダウロードも可可可可））））（（（（ホームページからダウロードもホームページからダウロードもホームページからダウロードもホームページからダウロードも可可可可））））

平成２７年度ボランティアグループ育成平成２７年度ボランティアグループ育成・・助成金の実績報告について助成金の実績報告について

ボランティアグループ育成ボランティアグループ育成･･助成金を受けている皆様へ助成金を受けている皆様へ
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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。）

前号は１月恒例ということで富前号は１月恒例ということで富

士山のショットでしたが．．．士山のショットでしたが．．．今今

号も富士山です！号も富士山です！

空気の澄んだこの季節ならでは空気の澄んだこの季節ならでは

ということで、ということで、葛飾から程近い葛飾から程近い

とある場所から見える、とある場所から見える、富士山富士山

と東京ゲートブリッジのツーと東京ゲートブリッジのツー

ショットです。ショットです。

 
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((立石地区センター立石地区センター

          別館別館))

        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。


