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中区社会福祉協議会では、企業から地域貢献活動のご相談を受け付けており、多くの企業の皆さんに
貢献いただいています。今回はその中から４つの取組をご紹介します。

中区に訪れた人への道案内

清掃活動に参加し始めたのは2011年8月から。以来6年継続参加していただき、
参加者累計は今年で200人を超えました。

「従業員が地域の人と接する機会があったら良いな」
との考えから、地域
と関わりを持てるボランティア活動を探していたところ、中区社協ホームペー
ジにて
『小さなおもてなし運動』
を見つけ活動をス
タート。2016年10月から活動に参加し始め、月
に１、
２回の活動を行っています。

～JX不動産株式会社（中区桜木町）～

（中区山下町）
中華街の「ブタまん」で知られる。地域
貢献の一環としての善意銀行へのご
寄付は今年で19年目。
「 地域の福祉
に少しでも役立てていただければ幸
いです」
とお話いただきました。

感謝状を受け取る高橋社長（左から２人目）

～「できる時に」
「できることを」初めの一歩、
一緒に踏み出してみませんか～
② 備えていますか？災害が起こる前に必要な準備
③ 集え、３１１人！！～私たちは３．１１を忘れない～

中区ボランティアセンター情報

① 外出時の付き添いや見守りをするガイドボランティア活動を学ぼう！
障害児・者のガイドボランティア講座

※定員

平成
29年度

埋地地区
翁町、
千歳町、
万代町、
富士見町、
不老町、
山田町、
山吹町、
社会福祉協議会 吉浜町、扇町、寿町、長者町、松影町、三吉町の一部

（

）

町内会・自治会会長、
民生委員・主任児童委員、
青少年指導員、
スポーツ推進委員、
保健活動推進員、
不老町地域ケアプラザの皆さんの力を借りて活動しています。

お客様
サイン

日赤指導員に
よる講習会

知っておきたいＡＥＤ救急法

編集担当者

校正 (1)

※いずれもお子様と一緒の受講は不可。

社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会
〒231-0023

横浜市中区山下町2

産業貿易センタービル4階

☎045（681）6664 1045（641）6078

ホームページにはボランティア募集やボランティア講座、助成金等の情報を随時掲載していますので、ご覧ください。

□info@nakasha．net
清田 義知
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HP
□http://www.nakasha.net/

製作担当者

責了

田中 明日香

2018/01/22 10:24

日

A000733310-0

障害者地域作業所や福祉団体等の手芸品やお菓子、被災地特産品等の販売を行います。

月

日

点

○社会福祉功労者顕彰 ○中なかいいネ！取組状況報告 ○横浜中華保育園児による龍舞
◆Jackふくしバザールも同時開催

年

月

責了

日時 ２月１９日（月）13:30～16:00
参加自由
場所 横浜市開港記念会館（中区本町1-6） （無料）

平成

年

校了

～いいね！このまち！！中区の絆～

問合せ・申込みは下記へ。

埋地地区の皆さんが笑顔で過ごし、子どもたちのふるさとになるような地域を目指しています。

元

横浜中華保育園児の龍舞

子どもまたは成人に対する人工呼吸や心臓マッサージ
日時 ２月８日（木）
の方法、
ＡＥＤの使い方などを学びます。
場所 中区福祉保健
●乳児・幼児への処置講座／10:00～12:00
活動拠点なかふく
保育あり。事前申込制。
定員 各先着20人
●成人への処置講座／13:30～15:30

恒例となっている“埋地歩け歩け大会（連合町内会
と共催）”は28年も続いている行事です。住民の方々
の健康維持と親睦を深めることを目的として、地域の
歴史探究をしながらのウォーキングを毎年１１月３日
に開催し、毎回約130人の参加者がいます。

稿

会
福祉大

送信日

平成

偶数月に開催している落語サロンは10年以上も続
いていて、次回２月３日（土）には開催回数65回目を
迎えます。落語を聞いた後には軽い体操をしたり、お
茶を飲んだりと楽しい時間を過ごしています。昨年か
ら会場は（旧）富士見中学校跡地にできた横浜吉田中
学校コミュニティセンターをお借りしています。

中なかいいネ！発表会＆
第33回中区社会福祉大会
社会

Tel 045-227-5050 Fax 045-227-5051

1月２８日（日）に開催する「埋地地区餅つき大会」は
4回目を迎え、地区総合防災訓練の一環です。
子どもも大人も外国籍の人も、地域に住む人なら誰も
が参加できるイベントです。場所は（旧）富士見中学校跡
地のグラウンドで10時から開催します（自治会加入世帯
は参加費無料）。

出

先着５０人 中区ボランティアセンターへ

：０４５－６８１－６６６４ ＦＡＸ：６４１－６０７８
手話通訳をご希望の方はFAXまたはEメールで2月23日（金） ＴＥＬ
Ｅメール：volunteer@nakasha.net
までにお申し込みください

地区社協はいま ―

弊社確認欄

伊藤 勉氏 （防災＆災害ボランティア講演会のみはがきでの申込も可。詳細は下記へ）

広告内容をご確認いただき、ご返送くださいますようお願い致します。 番号間違いにご注意ください。

大船渡市社会福祉協議会 生活福祉課 主任

サイズ

先着１０人（初めての方優先）

「大船渡市から
～復興の歩みとボランティア活動への期待～」 申込み 電話 ＦＡＸ Ｅメールのいずれかで

面

※定員

・初めて参加される方は事前に
ボランティアセンターへの登
録が必要となります。
・天候等の影響で、終了時間等
が変更となる場合があります。

清清 清清

□ 訂正ナシ。印刷作業を進めて下さい

□ 訂正有り。タウンニュース社で修正して印刷作業を進めて下さい

□ 訂正有り。確認のため修正した原稿をもう一度送信して下さい

日時 ３月１７日（土）9:00～12:00
場所 みはらしポンテ→中区福祉保健活動拠点なかふく→山下公園
内容 障害児者に同行して山下公園のクリーンアップ
ボランティアに参加

国崎 信江氏

活動報告

３月１０日（土）10:00～12:00（9:30受付開始）
横浜市健康福祉総合センター ４階（横浜市中区桜木町１－１）
桜木町駅周辺
２月２３日（金）まで

中区・西区編集室

危機管理教育研究所代表

日 時
集 合
活動場所
申 込

段
12

B体験編「ボランティア体験してみよう！」

日時 ２月２８日(水) 13:00～16:00
場所 中区福祉保健活動拠点なかふく 多目的研修室
内容 基調講演
「震災から暮らしを守る
～地域での取組・防災対策について～」

×
24.9cm

A講義・見学編「学校にいってみよう！」

災害等に備え、平時から準備できることや発災時の行動につ
いて考えてみませんか?
中区の被害想定やこれまでの避難所において実際に発生し
た困難事例、ボランティアへの依頼内容、東日本大震災から７年
の歩み、災害ボランティア活動の変化についてのお話です。

街頭募金

東日本大震災から今年で7年。復興支援のための街頭募金を
実施します。時間の経過とともに薄れてゆく東日本大震災の記
憶を私たちが忘れないために、今年も募金を呼びかけましょう。
ぜひ、ご参加をお願いします。

外面

開催日時（３回連続講座／初めての方でも安心して受講いただけます）

東日本大震災復興支援

中区防災＆災害ボランティア講演会

C実践編「一緒に外出して楽しもう！」

HY6-1 2010.5.1

株式会社 江戸清

清

善意銀行へのご寄付

（東京都八王子市）
横浜ワールドポーターズで家具・インテリアを
販売する「ＯＫＡＹ」を運営。家具・インテリア
のチャリティーバーゲンを横浜産貿ホールなど
で行っており、その売上の一部をご寄付いただ
きました。

日時 ３月３日（土）10:00～12:00
場所 みはらしポンテ
内容 障害児者支援のボランティア体験

7

笑顔で道案内をされる姿が魅力的で、案内を受けた方
からたくさんの「ありがとう」の声が聞こえてきました。

株式会社 村内ファニチャーアクセス

日時 ３月１日（木）13:15～15:30
場所 聖坂養護学校
内容 知的障害者等の理解・関わり方についてのお話と学校見学

3

参加者の声 「道案内を通じて、中区のまち・歴史についてよ
く知れるのが一番の収穫です。ボランティアを通じて接する
方々に教わることも多く、たいへん勉強になる機会です。
これ
からも中区に訪れた人たちのために、活動を継続していきた
いと思います。」

今後この活動の魅力をさらに広げていきたいとのことで、さらなるご活躍が楽しみです。

目録を手渡す村内社長（左）

御中

参加者の声 「お世話になっている横浜市に何ら
かの形で恩返しをしたい」
と考えていたところ、
こ
の清掃活動を見つけ、活動場所が会社のすぐ近く
で、誰でも無理なく参加できそうでしたので、参加
を決めました。
この活動の楽しみは、四季折々の
美しさを見せる山下公園や横浜港の景色にふれ
られることと、
さまざまなボランティアの方々と交
流できることにあります。箒で掃いたりちり取りで
ごみを拾い集めたりといった作業を一緒に行うこ
とで、心が通い合うように思われます。」

～飯塚行政書士事務所（中区羽衣町）～

掲載版

ボランティア活動参加
店名・電話番号・営業時間等は必ずご確認ください。
該当欄にチェックを入れ、ご署名の上期日までにご返送ください

◉限られた日程の中で編集作業を進めておりますので、校正は原則的に 回までとさせていただいております。 回目以降の校正は有料になる
場合がございます。◉締切り日時までに掲載内容が確定しない場合、指定された発行日の紙面に掲載できませんので、指定期日までに必ずご返
送くださいますようお願い申し上げます。◉印刷作業に入りますと内容の変更や訂正ができませんので、入念なチェックをお願い致します。
2

企業の社会（地域）貢献活動のご紹介

山下公園通りの清掃活動に６年間継続参加

Let's
Try!!

中区社会福祉協議会

中区の
CSR!

原稿内容確認書

平成30年1月

掲載日
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