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昨年度よりボランティアの皆さんを中心として取り組んできた、災害ボランティアですが、
この度正式に団体名が決定しました。
災害時のボランティアコーディネートを行う会なので、
「中区災害ボランティアコーディネー
ター連絡会」です。本年度より本格的に活動を開始します。入退会を随時受け付ける自由な団
体なので、ご関心がある方は、いつでもお気軽に加入してください。
今年度の活動第一歩として、災害ボランティアコーディネーター養成講座〈初級編〉を開催
します。
日 時：7 月 21 日（土） 午前１０時〜正午
場 所：中区福祉保健活動拠点 多目的研修室 / 団体交流室
対 象：災ボラ連絡会会員及び関心のある方先着 40 名
内 容：災害ボランティアセンターの立ち上げと、コーディネーターの役割に
ついて
申込み： 7 月 20 日（金）までに中区社協へご連絡ください。
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中区内の障害者地域作業所・更生施設などで働く障がい
のある人たちの作った製品「ポレポレグッズ」を手作り
体験しませんか？
【日時】８月２８日（火）午前１１時〜午後１時３０分
【会場】なか区民活動センター 研修室（中区役所となり）
【体験製品】卵ポプリ・ステンシル・くるくるレインボー・
石けん作り
【定員】３０人（先着順）
【費用】１作品につき１００円から２００円（当日ご持
参ください）
【申込み】電話か電子メールで中区社会福祉協議会に
お申し込みください。
（８月１０日（金）より）

中区本牧活動ホームでは、夏休みの期間中、障がい
をもつ子どもたちのためのサマースクールを実施しま
す。このサマースクールを支えてくれるボランティアを
大募集しています！
日 時： ７月３０日〜８月３１日の月〜金曜日
９：３０〜１６：３０まで
（８月１３日の週はお休みです）

⸠✵ળߩഥࡏࡦ࠹ࠖࠕ㓸
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自主訓練会（チューリップ）のプログラムの補助。
お弁当はボランティアさんの持参。各曜日、各週でプロ
グラムの内容、活動場所が違います。毎月でも毎週でも
良いのでできれば長く続けていただける方を募集してい
ます。

7 月よりボランティアグループのラベンダー倶楽部主催
のアロマ講座がスタートします。記念すべき第 1 回目は、
夏の汗＆紫外線対策。さわやかなアロマの香りで、暑い
夏を乗り切りましょう。

日

時：

主に金・土曜日、１０時〜１３時

場

所：

各ケアプラザ（不老町、麦田、本牧和田）

条

件：

特になし

募

集：

できれば女性

謝

礼：

交通費 （

申込み：

応相談

）

電話で中区社協へ

※上記の日程の中でご都合のいい日にちにいらしていただきたい
と思います。皆様方には子どもを担当していただき、こちらで用
意したプログラムに沿って子どもと一緒に過ごして頂きます。
場 所： 大鳥小学校・本牧地区センター・大鳥中学校 等

※日にちやグループなどによって活動場所が異なりますので、決まり次
第ボランティアの方々にはご連絡します。

申込み：電話で「ぽーと」
（６２８−３５７２）へ

日時：7 月 25 日（水） 13：30 〜 15：30
場所：中区福祉保健活動拠点 団体交流室
対象：区内在学・在勤ならどなたでも 先着 50 名
※最小催行人数を 10 名とします
受講料：参加費 500 円 + 実費（１作品 500 円程度）
申込み：7 月 20 日までに電話で中区社協へ
講師：マヒナマイン 松本智子氏
主催：ボランティアグループラベンダー倶楽部
共催：中区社会福祉協議会

ቇᩞ↢ᵴᡰេຬ㓸
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横浜市立の小・中・盲・ろう・養護学校に在
籍するお子さんの介助をしている保護者が病気
等で介助ができない時に、代わりに子どもの学
校生活を支援していただきます。特に資格は必
要ありません。ご都合にあわせて無理なく活動
していただけます。興味のある方は中区社会福
祉協議会までお問い合わせください。

中度〜重度の自閉症小３男児。８時１０分ころ自宅に
迎えに行き立野小まで（徒歩１２，３分の距離）登校の
付き添いのできる方を募集します。
日 時： 月曜日
場 所： 柏葉の自宅から立野小学校まで
条 件： 特になし
募 集： できれば女性
申込み： 電話で中区社協へ

ዊቇᩞߢߩᩞౝഥቇᩞᡰេຬ㓸
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小５男児の体育時の着替えの手伝いと付き添い、図工・
家庭科などの手作業の援助等。給食介助はありません。
１０時〜１５時の間の４時間。週１回でも可。
日 時：
場 所：
条 件：
募 集：
申込み：

毎週 火 ・金
本牧小学校内
特になし
できれば女性
電話で中区社協へ

施設内の子どもの移動や食事等の介助、洗濯物たたみ等

日

時： 平日１０時〜１８時位までの間で都合の良 い
時間。土・日・祭日の活動もあります。
場 所： 横浜訓盲院（中区竹之丸）
条 件： 特になし
募 集： 男女問わず数人
謝 礼： 交通費のみ
申込み： 電話で中区社協へ

ɶғἮἻὅἘỵỴἍὅἑὊ ίɶғᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟ὸ ợụ
中区ボランティアセンターでは、様々なボランティア相談に乗ったり、各種講座・研修会などを開催しています。
ここに掲載されている情報以外にも随時ボランティアの依頼があります。
「ボランティア活動をしたい」
「ボラン
ティアをお願いしたい」という方、まずは中区ボランティアセンターにご連絡をください。
〒２３１−００２３ 中区山下町２
電話 ６８１−６６６４
ＦＡＸ

産業貿易センタービル４階
６４１−６０７８
Ｅ - ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｎａｋａｓｈａ．ｎｅｔ
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平成１８年度 横浜市中区社会福祉協議会 事業報告
ߩޓ⊒ᢎ⢒ߩߚߩᬺ

⺣⋧ޓᖱႎឭଏᯏ⢻లታߩߚߩᬺ

・第２２回中区社会福祉大会の開催
・社協瓦版『ふくしなか』の発行
・ホームページの運用
・会員研修会の開催
・福祉教育の推進
・各種福祉関係事業・行事への協力
・中区地域福祉保健計画の推進

・一般相談の受付

・苦情の受付

㧚ቛ↢ᵴ߳ߩ⥄┙េഥ
・中区送迎サービス・横浜市外出支援サービス事業の実施
・地域福祉権利擁護事業（あんしんセンター）の運営
・交通遺児激励金の支給
・小災害被災者世帯見舞金の支給
・共同募金運動への協力
・生活福祉資金貸付事業の実施
・年末たすけあいの実施
・幼児安全教室の実施
・子育てサポートシステム事業

ޓ᳃ߩਥ⊛ᵴേ߳ߩᡰេߩߚߩᬺ
１ 地域福祉活動の支援
・地区社協活動の支援
・共同募金配分金事業助成の実施
・中区福祉保健活動拠点の運営
・地域ケアプラザとの連携・支援
２ ボランティア活動の推進
・ボランティア需給調整・相談への対応
・ボランティアセンターの運営
・中区ボランティア連絡会への協力
・ボランティア情報紙の発行
・中区災害ボランティアコーディネーター連絡会の立ち上げ
・ボランティア交流会の開催
・各種ボランティア講座等の開催

ޓ␠දᬺታᣉᒝൻ╬ߩߚߩᬺ
１ 理事会・評議員会・監査会の開催
２ 各種部会の開催
・民生委員児童委員部会
･地区社協部会
・地域組織部会
３ 各種委員会
・生活福祉資金貸付調査委員会
・ボランティアセンター運営委員会
・共同募金配分委員会
４ 善意銀行の受付
５ 賛助会員の募集

ޓᒰ⠪ߩ⚵❱ൻ␠ޔળෳടଦㅴߩߚߩᬺ
１ 高齢者福祉
・食事サービスの推進
・敬老月間各種事業への協力
２ 障がい者福祉
・精神保健福祉関係支援事業
・要援護者災害時対策事業
・中区障害者団体連絡会（中区障連）への支援・協力
・各種委員会・運営委員会へ参加
・中区障がい児余暇支援事業の実施
・軽度発達障害児放課後活動支援事業の実施

ޓ㑐ଥ㧣࿅ߩോዪᯏ⢻
・日本赤十字社中区地区委員会
・更生保護協会中区支部
・共同募金会中区支会
・中保護司会
・中区更生保護女性会
・中区社会を明るくする運動実施委員会
・中区遺族会

平成１８年度 会計別決算総括表
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