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お知らせ
　ボランティア相談窓口は　平日：８時30分～17時　水曜日は19時30分までです。毎月
第１・３の土曜日は開所（８時30分～17時）します。（祝日は除く）
　今後の土曜開所日は５月21日・６月４日・18日・７月２日・16日です。

第28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～

　葛飾区の障害者週間行事と併せて、平成28年11月20日（日）に
「第28回かつしかボランティアまつり」を開催します。このボラン
ティアまつりに参加して、一緒に盛り上げていただけるボランティ
ア団体・個人を募集します。ボランティアまつりに参加を希望され
る団体・個人の方は、ボランティアセンターへ連絡のうえ、説明会
へご参加ください。（初めて参加される団体・個人は必須）
※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、抽選のうえ決定させていただきます。

【ボランティアまつりとは】
　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ための
イベントです。ボランティア活動に取り組んでいる方々の発表と交
流の場でもあります。

【ボランティアまつりの概要】
　日時：平成28年11月20日（日）　午前10時～午後３時
　場所：ウェルピアかつしか
　内容：模擬店、バザー、体験ＰＲ、舞台発表、ボランティア表彰

など
※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・個
人で組織する「実行委員会」で運営します。参加される方は、「実
行委員会」への出席及び運営にご協力ください。

【説明会】日時：平成28年６月20日（月）18時30分～
　　　　　場所：ウェルピアかつしか（堀切３－34－１）１階　ボランティア活動室
　　　　　内容：①ボランティアまつりの概要　②ボランティアまつり参加申込手続きについて
　　　　　申込・問合せ：ボランティアセンター（田中・信太）

今回投稿いただいたのは夜のレ
インボーブリッジです。奥に東
京タワーも見えています。

　ボランティアセンターだよりは、区内各駅ほか各配布協力先にも設置していただいております。
　詳しくはホームページをご覧ください。http://vc.katsushika-shakyo.com/

ボランティアセンターからのお知らせ
　「ボランティアセンターだより」は２カ月に１回、奇数月（５・７・９・11・１・３月）の15日発行です。ボラン
ティアに関する情報は、偶数月に発行の「葛飾社協だより」にも掲載します。
　「葛飾社協だより」は「広報かつしか」に折込で、区内全戸に配布されます。
　「葛飾社協だより」の発行日は、４月25日、６月５日、８月25日、10月25日、12月５日、２月25日です。

「福祉・ボランティア出前講座　意見交換会」を開催しました（投稿）
　４月22日（金）午後２時から「福祉・ボランティア出前講座　意見交換会」がボランティア活動室で開催されました。
　この意見交換会は毎年１回、出前講座を依頼されている団体や個人がボランティアセンターや学校などに対して要望や
意見を述べるとともに、講師同士の交流を兼ねて開かれています。今回は昨年度行われた出前講座講師養成研修を修了し
て新たに講座を持つ方々も交え、12名が出席しました。
　まず、ボランティアセンターから説明がありました。内容は、講座の目的は主
に小・中・高校生を対象に、福祉やボランティア活動への理解と関心を深め、人材
を育成すること、区内の小・中・高等学校へ講座内容や目的・注意事項などを一覧
にして発信していること、昨年度の出前講座開催実績はこれまでとほぼ同様の件
数だったこと、昨年８月に行われた先生方を対象にした「福祉教育研修会」の報
告、昨年配布したDVDの活用についての学校からのアンケート結果などです。
今年から新たに２つの講座が加わる
　昨年の講師養成研修には９名の参加があり、うち５名が手話、高齢者や知的障がい者の疑似体験、アイマスク・ガイド
ヘルプ体験などの講師として登録されたことも報告されました。その結果、本年度からは知的障がい・自閉症や認知症を
理解する講座が新しく加わり、講座の種類は10講座になりました。
　そして出席者からはボランティア保険に関する質問やそれぞれの講座への事前の準備に関する学校側に対する要望、学
校へは福祉教育の一環としての出前講座をさらに活用してもらいたいなどの意見が出されました。ボランティアセンター
は出来る限り今回出された要望などを学校に伝えるとともに、実施校を増やす努力をしていきたいと述べ、本年度も出前
講座への協力を求めて交流会は３時半すぎに終了しました。（かつしか点訳の会　中里さん）

福祉・ボランティア出前講座講師養成研修受講者募集
　学校や地域で福祉・ボランティア出前講座の講師として活動しませんか？
　高齢者、障がい者、パラリンピック、環境、災害、ユニバーサルデザインなど福祉に関することについて小・中・高等
学校の授業などでお話しいただける方を募集します。
◆日程・内容：①６月７日（火）午後１時30分～４時　現講師からの話ほか
　　　　　　　②６月中旬～７月下旬　実際の出前講座を見学
　　　　　　　③８月２日（火）午後２時～４時　自分で考えた講座内容発表
　　　　　　　④９月中旬～11月下旬　出前講座を見学
　　　　　　　⑤２月中旬　各自の模擬講座実施
◆会場：①③⑤はウェルピアかつしか（堀切３－34－１）②⑤は各小・中・高等学校
◆申込方法・〆切：電話かFAXで、５月31日（火）までにお申込ください。
◆申込・問合せ：ボランティアセンター

目次
１ページ：第28回かつしかボランティアまつり参加団体募集について
２ページ：平成28年度ボランティアセンター事業予定、生活支援ボランティア募集
３ページ：かつしかボランティア学受講者募集、介護支援サポーター募集
４ページ：ボランティア募集
５ページ：ボランティアグループ育成・助成金のお知らせ、福祉教育推進協力校パネル展実施報告
６ページ：みんなのコーナー、出前講座講師養成研修受講者募集

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
ボランティア
センターだより

社会福祉法人　葛飾区社会福祉協議会
かつしかボランティアセンター
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ボランティア登録状況
（平成28年４月末日）
個人登録：６９名　
団体登録：６４団体
（団体）１，６９２名
　合計　１，７６１名

みんなのコーナーみんなのコーナーみんなのコーナー

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。
ボランティアの活動風景
などをお寄せください。
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平成28年度ボランティアセンター事業予定
　今年度の事業予定です。

この他、ボランティア相談・登録、保険加入、ハンディキャブ運行など常時受け付けをしています。

生活支援ボランティアに登録して、地域の助け合いに参加しよう！

ボランティアグループ育成・助成金のお知らせ
　かつしかボランティアセンター（以下「センター」という。）では、区内ボランティアグループの活動を支援するた
め、助成金を交付します。

かつしかVネットにご加入ください！
　緊急時・災害時などボランティア同士の横のつながりが重要となってきます。Vネットへのご加入をお願いします。加
入手続きは、ボランティアセンター窓口で行っています。

福祉教育推進協力校パネル展を開催しました。
（小・中・高等学校の福祉・ボランティア活動のご紹介）

　平成28年３月23日（水）～28日（月）まで、亀有地
区センター・ロビー（リリオ館７階）にて、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
について紹介するパネル展を開催しました。
※パネル展に参加した小学校15校　中学校６校　高校
１校

【福祉教育推進協力校とは】
　ボランティアセンターでは、地域福祉・ボランティア活動への参加促進を目的に、区内の小学校、中学校、高等学校を
福祉教育推進協力校として指定し、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。

◆申請条件（以下のすべての条件を満たしていること）
　①平成28年４月末日までに、センターにボランティア登
録していること。

　②区内で活動しており、メンバーが５名以上いるグルー
プであること。

　③グループの会員のうち、３分の２以上が区内在住であ
ること。

　④センターが実施する事業に参加・協力できること。
　⑤前年度助成を受けたグループの場合、事業報告などが
期限内に完了していること。

　※かつしかⅤネットへの加入をお願いしております。

◆対象事業
　１．Ａ区分
　　①学習会や研修活動
　　②器具・機材の整備
　　③団体のモデルとなる新規活動
　　④団体の広報紙・記念誌発行
　　⑤その他、団体の活動に必要なもの
　２．Ｂ区分
　　消耗品費や通信運搬費など

◆助成金額（上限）
　１．Ａ区分　７万円
　２．Ｂ区分　５千円

◆申請期間
　平成28年５月11日（水）～５月31日（火）

◆申請方法
　交付申請書及び添付書類（①事業計画書兼予算書、②団
体紹介（団体概要、活動実績など）、③見積書（器具、機
材などの購入の場合）、④会員名簿）を、直接持参または
郵送してください。
　申請資料は、センター窓口で配布しています（ホーム
ページからのダウンロードも可）。詳細については、「平
成28年度ボランティアグループ育成・助成金申請要領」を
ご覧ください。不明な点についてはボランティアセンター
までお問合せください。

第28回
ボランティアまつり
（ウェルピアまつり）

中・高生のためのボラ
ンティアスクール

ボランティア活動のは
じめ方（講座）

かつしかボランティア
学

災害ボランティア関係
講座

ボランティア養成講座

ボランティア情報交換・
交流会

ボランティア活動発表
各種体験
バザー・模擬店
などを行います

中・高生向けのボランティア体
験を中心とした講座です

ボランティアに興味・関心のあ
る方向けの講座です

地域の高齢者を支えるボラン
ティア活動について考える講座
です
※ボランティア体験もできます

災害時のボランティア活動につ
いて体験したり、学んだりする
講座です

専門ボランティア活動に特化し
た内容の講座です

ボランティアと福祉施設職員と
の情報交換・交流会です

11月20日（日）
午前10時～午後３時

※前日準備：11月19日（土）

前半部：７月２日（土）～８月８日（月）
後半部：10月以降
※ボランティアまつりにも参加

５月13日（金）午後２時～
次回は９月上旬の予定
※年間３回実施

春期：７月１日（金）～15日（金）
　　　　　　　→詳細は３ページ参照
秋期：10～11月の予定

災害ボランティア講座①：９月ごろ予定
災害ボランティア講座②：29年１月ごろ予定
災害ボランティアセンター体験（訓練）：
29年２月ごろ予定

おはなしボランティア養成講座：
９月中旬ごろ
食事サービス養成講座：未定

５月27日（金）午後１時30分～４時
次回は11月ごろの予定

ウェルピアかつしか
（堀切３－34－１）

同上
（ボランティア体験は、
福祉施設など）

ウェルピアかつしか

春期：ウィメンズパル
（立石５－27－１）ほか
秋期：未定

未定

おはなしボランティア：
ウェルピアかつしか
食事サービス：未定

堀切地区センター
（堀切３－８－５）
11月：未定

事　業　名 内　　　容 実　施　時　期 会　　　場

かつしかＶネットとは、ボランティア団体及び個人
ボランティアの相互交流と協力により、ボランティ
ア活動を推進している連絡機関で、区の委員会など
にも参加しています。

【生活支援ボランティアとは】
　高齢者や障がいのある方々が、日常生活の中で「ちょっ
とした困りごと」がある時に、その困りごとを解決するた
めに活動する地域のボランティアの方々です。

【活動内容は？】
　１時間程度で終わる活動で、窓ふき、蛍光灯の交換、草
むしりなどです。通常、複数のボランティアで活動いただ
きます。

【登録するには】
まずはボランティアセンターにご連絡ください。

◆活動１回につき、300円をお支払いします。
◆お願いです！
　区内の各地区で登録ボランティアが活動していますが、
特に堀切、小菅、お花茶屋、立石、東立石、四つ木、東四
つ木地区のボランティアが不足しています。ぜひ、ご協力
をお願いします。
◆問合せ
　ボランティアセンター

学習会・研修会費用

活動に必要な材料

対象者の会食のための什器費
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ボランティア募集
活動内容ごとに高齢者・障がい者・児童・その他の４分野に分けて表示しています。
 高 ＝高齢者　障 ＝障がい者　児 ＝学童クラブ・保育園　他 ＝その他

＜精神疾患支援NPO法人の運営＞
精神疾患支援に関心のある方で、会の運営のお手伝いをしてくださる方を募集します。

日時：第２・第４土曜の午後２時～４時または午後１時～５時
活動場所：シンフォニーヒルズ別館　会議室など（立石６－33－１）
※男女問いません
連絡先・問合せ：
（N）心のつばめ会　原島【はらしま】
TEL：080－3170－8050

＜きね川福祉作業所でのボランティア＞
知的障がい者通所就労支援施設です。

内容：①日常的な作業補助、公園清掃の補助
　　　②週１回のレクリエーション（音楽、創作、スポーツ）に利用者と一緒に参加
日時：①月～金曜の午前９時～午後３時30分（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（都合のいい日時）
活動場所：きね川福祉作業所（東四つ木３－８－10）
※男女問いません
連絡先・問合せ：
きね川福祉作業所　桐ケ谷・早川【きりがや・はやかわ】
TEL：3694－1577　FAX：5698－1757

＜センターだより発送作業ボランティア募集＞
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）をお手伝いしてくださる方を募集します。

内容：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
日時：原則奇数月の11日（土・日・祝日の場合は翌開所日）　午前10時～正午
今後の予定：７月11日（月）、９月12日（月）
※次回の発送作業日は７月11日（月）です。
場所：ウェルピアかつしか１階
連絡先・問合せ：ボランティアセンター（担当：山野辺）

　介護支援サポーターの活動を見学して
きました！特別養護老人ホームで、利用
者さんと一緒に歌をうたう活動をしてい
る村田さん、ぬり絵をサポートしている
村井さんです。
　この「村・村コンビ」は、同じ時間に
共有スペースで一緒に活動しています。
村井さんグループで完成した童謡のイラ
ストぬり絵を、村田さんグループで歌う
といった連携プレーもバッチリです。特
技を生かした楽しい活動ですが、サポー
ターのほとんどの方
は、お話し相手や掃
除を行っています。
みなさんも、参加し
てみませんか。

かつしかボランティア学（春期）受講者募集！！

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】
　介護施設で、話し相手やレクリエーションのお手伝い、掃除、洗たく
物たたみなど、施設に応じたサ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。
　ポイントは年度末に交付金として受け取ることができます。サポー
ター自身の介護予防や社会参加に役立ちます。

【制度説明会・基礎研修会】
　制度の内容・活動上気をつけることなどの説明と、登録手続きをしま
す。登録を希望する方は介護保険証をお持ちください。
◆日時・会場　６月16日（木）午後２時～４時
　　　　　　　ケアガーデンISHIDA（立石５－９－26）
◆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
◆定員　20人（先着順）
◆申込　電話かFAXでお申込みください。定員になり次第締め切ります。
　　　　※FAXの場合、サポーター希望・住所・氏名・年齢・電話番号

を記入してください。
◆申込み・問合せ　ボランティアセンター

　高齢化が進む中、介護保険法が改正され、高齢者を支え
る担い手の需要はますます高まっています。身近な地域の
高齢者を支えるボランティア活動について学びませんか？
この講座では、実践体験もできます。普段の生活の中でで
きるボランティア活動について、一緒に考えてみましょ
う。

◆対象　18歳以上の区内在住・在勤・在学の方
◆定員　30名（先着順）
◆日程・内容は別表参照

◆参加費：ボランティア実践体験に参加する場合は、ボラ
ンティア保険料として300円必要です。

◆申込方法　電話かFAXで先着順に受け付け、定員になり
次第締め切ります。

　※FAXの場合、氏名・連絡先・年齢の他に、実践体験の
活動先種類（表内参考）を記入してください。

◆申込み・問合せ
　ボランティアセンター
　※区民大学認定講座

1

2

3

4

※

ウィメンズパル・視聴覚室
（立石5-27-1）

同上

ウィメンズパル・洋室D
（立石5-27-1）

ケアガーデンISHIDA
（立石5-9-26）

高齢者施設、障がい者施設、
保育園、学童保育、ボランティ
ア団体の中から活動先を選択

会　　　場

ルーテル学院大学名誉教授
和田敏明氏

暮らしの保健室　室長
福田英二氏

ボランティア団体・社協職
員

進行：社協職員

講　　　師

高齢化社会におけるボラン
ティア活動の必要性

高齢者の心と身体について

車いす体験
高齢者疑似体験

高齢者向け住宅でのインター
ネット＆大画面活用によるボ
ランティア活動見学

福祉施設などでの、ボラン
ティア実践活動

内　　　容

７月１日（金）
午後1時～2時40分

１と同日
午後2時50分～4時20分

７月８日（金）
午後1時～3時

７月15日（金）
午後1時30分～4時

７月16日（土）～７月30日
(土）の期間

日　　　時

※は希望者のみ

障

障

他
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