社協瓦版

43

No,

発行日／平成19年3月
発行所

横浜市中区社会福祉協議会

中区山下町2産業貿易センタービル4階
Tel.681-6664 Fax.641-6078
http：//www.nakasha.net

中福祉保健センター
中区日本大通35
Tel.224-8330

大

き

く

地域活動
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が
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ふ だんの くらしの し あわせ

ってご存じですか？一度は聞いたことがある方も多いと思いますが、
どんなことをイメージできますか？「お祭りの手伝い」、「町の清

掃」、「近所のお年寄りの話し相手」などなど色々ありますね。そうです、これらはみんな地域

活動です。地域に根ざした活動であれば、概ね地域活動と呼べそうです。このように、地域活
動には色々な種類がありますが、今回はその一部をみなさんにご紹介します。思った以上に、
みなさんの身近で、たくさんの活動が行われています。気になる活動があれば、是非一緒に
「ふくしなか」は区民の方々から寄せられた
共同募金の一部を用いて発行しています。

やってみませんか？自分の住む地域が笑顔であふれると、あなたの人生がもっと楽しくなるか
もしれませんよ。

ボランティア紹介
地域活動の一つに、ボランティアがあります。区内にも様々な活
動をしている団体があります。例えば、ちょっとした身の回りの
お手伝いや、高齢者のサポート、障がい児・者のサポート、手芸な
どなど、たくさんあります。最近では「福祉」も 身体の不自由
な人 高齢者 など特定の人を対象とした特別な活動ではな
く、地域でお互いに助け合う「ふ
ふ だんのくらしのしあわせ 」という
考えに変わって来ています。そうした活動をしている団体が集
まる
【中区社会福祉協議会ボランティア団体部会】及び【中区ボ
ランティア連絡会】の佐々木会長に、お話をお伺いしました。

中区ボランティア部会及び連絡会に所属す
る団体は16で、約500名の方が所属して
いますが、その他にも、区内では多くの方々
が様々なボランティア活動をされていま
す。高齢化が進むと共にニーズは増えてい
ますが、担い手も高齢化が進み満足に対応
し切れていないのが現状です。少しでも人
のために何かやりたいとお考えの貴君・貴
方、
「 明日はわが身、情けは人の為ならず」
です。今すぐにでも一歩踏み出してみませんか。中区ボランティアセン
ター（中区社会福祉協議会）へのご連絡を心よりお待ちしています！
！
中区ボランティアセンター（中区社会福祉協議会） TEL.681-6664

地域で専門的に活動している団体
みなさんがお住まいの地域で、より専門的な地域活動をされている方々もた
くさんいらっしゃいます。そうした方々の活動をご紹介します。意外かもしれ
ませんが、地域はたくさんの方々の活動で支えられているんですよ。みなさ
んも是非一緒に活動しませんか？

地区社会福祉協議会（地区社協）
地区社協は、地域住民にもっとも身近な社協として組織された任意の団体であ
り、「自分の地域は自分たちで良くしていこう」という趣旨に基づき活動してい
ます。
主な活動
●調査広報活動：アンケート調査・マップ作り・広報誌の発行等●交流活動：子育
てサロン・祭り等●地域福祉・高齢者を対象とした活動：会食会等・ふれあい訪問・
地域の助け合いに関わる活動等
中区社会福祉協議会

TEL.681-6664

民生委員・児童委員

保健活動推進員

体育指導委員

消費生活推進員

家庭防災員

自治会・町内会から選出され、厚生労
働大臣の委嘱により、地域住民の福
祉、生活援助活動を進めています。
民生委員は、児童福祉法により児童
委員を兼務しています。

市長から委嘱され、地域の健康づく
りの推進役、行政の健康づくり施策
のパートナー役として、地域におい
て生活習慣病などの健康づくり活動
を行っています。

市教育委員会から委嘱され、市民一
人一人が日常生活の中でスポーツ・
レクリエーション活動に親しむこと
を目指し、その普及・発展を図って
います。

消費者の主体的な活動を促進し、市
民の安全で快適な消費生活の推進
を図ることを目的として、公募と推薦
により募集し、市長が委嘱していま
す。

主な活動●担当地域の援護を必要
とする方々の状況把握●福祉関係
機関との連携・協力●担当地域住民
の福祉相談・援助●子どもや子育て
に関する相談や援助

主な活動●献血、禁煙啓発●地域に
おける健康づくり教室●子育て支援
補助

主な活動●スポーツの実施の指導
及び助言●行政機関、スポーツ関係
団体の行うスポーツに関する行事ま
たは事業への協力

主な活動●消費生活に関する知識
や情報の地域への普及・啓発●消費
者と事業者の交流促進●消費生活
に関する調査活動

家庭防災員制度は、一人でも多くの市民の
皆さまに、防災についての基礎的な知識と
技術を身につけていただき、それぞれのご
家庭を守っていくとともに、ご近所に防災の
輪を広げていただくことにより、横浜市の安
心安全を高めていこうとするものです。

中区福祉保健課運営係 TEL.224-8151

中区福祉保健課運営係 TEL.224-8151

中区地域振興課 TEL.224-8134

中区地域振興課 TEL.224-8131

中消防署予防課 TEL.251-0119

青少年指導員

環境事業推進員

保護司

友愛活動推進員

老人クラブ

地域社会における青少年の自主的
活動の推進や青少年の健全育成を
図る様々な事業の実施を目的とし
て、
県及び市から委嘱されています。

環境事業推進委員は、地域でのごみ
の減量・リサイクル活動の活性化と
地域の美化や清潔の保持などを推
進するため、自治会・町内会から推薦
をいただき、市長が委嘱しています。

法 務 大 臣 か ら 委 嘱 さ れ 、現 在
45,000人が全国で活躍していま
す。主な業務は事件・事故を起こし
てしまった人々が社会復帰できるよ
うに指導・援助することです。

高齢者の幸せを高めるための友愛的交
流活動や相互扶助活動を、高齢者が行う
ことにより、高齢者福祉の向上を図るた
め、各老人クラブから2名ずつ推薦され、
市長が3年の任期で委嘱しています。

地域規模で高齢者が自主的な交流によって仲間
をつくる団体を組織し、
「生きがいと健康づくり」
「生活を豊かにする楽しい活動」を目的に、老人
クラブ連合会を中心に活動を行っています。

主な活動●ごみ集積場所における分別
排出及びごみ出しマナーの指導・啓発
●地域清掃活動●不法投棄、放置自転
車の通報等●ポイ捨て防止に関する啓
発・指導●ごみ減量・リサイクル活動

主な活動●社会を明るくする運動：様々な機
会を通じて、犯罪予防運動を実施すること●環境
調整：本人との面接、引受人との話し合いを通じ
て、釈放後の生活・就労支援をすること●保護観
察：刑期を満了するまで、更生を援助すること

主な活動●要援護高齢者（寝たきり、ひとり
暮らし）に対する実践的友愛活動（地域高齢者
見守り事業など）●高齢者福祉に関する情報
の提供、普及、伝達●行政機関の行事、民生委
員の活動、社会福祉協議会の活動等への協力

主な活動●健康をすすめる運動の促進として、
体操・レクリエーション教室の開催●美化活動事業
として、道路・公園・広場等の清掃●教育活動とし
て、様々な研修会・短歌会・俳句会を開催●高齢者
の交通安全意識の高揚と交通事故防止を図るた
め、交通安全シルバーリーダー連絡協議会の開催

資源循環局中事務所 TEL.621-6952

中保護司会（中区社協） TEL.681-6664

中区福祉保健課運営係 TEL.224-8151

中区老人クラブ連合会 TEL.681-8480

主な活動●コンビニ・ビデオショップ
に対する社会環境実態調査●夜間
のたまり場のパトロール●非行防止
キャンペーンにて啓発チラシの配布
●育成者同士の情報交換のための
各種研修会・研究会等
中区地域振興課 TEL.224-8134

主な活動●防災についての基本「基
礎研修」●広い知識や技術を身につ
ける「実践研修」●家庭防災員の皆
さんで作り上げる
「自主活動」

※自治会・町内会とは、
同じ地域に住む住民で組織される自治組織で、
誰もが自分の住む地域で安心して暮していけるように、
様々な地域活動を行っています。
※自治会・町内会についてのお問い合わせは、中区地域振興課 TEL.224-8131まで。
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横浜市新山下地域ケアプラザ

横浜市不老町地域ケアプラザ

★ボランティア募集
★事業内容
・介護予防通所介護・通所介護事業
①介護予防通所介護・通所介護事業
②居宅介護支援事業
③介護予防支援事業
★職員大募集！
④地域包括支援センター
・通所介護事業の介護員（非常勤）
⑤地域活動交流支援
→詳細に関してはお電話下さい

★ボランティア募集
★事業内容
・介護予防通所介護・通所介護事業
①介護予防通所介護・通所介護事業
・地域支えあいの会『赤い靴』
②居宅介護支援事業
③介護予防支援事業
★職員大募集！
④地域包括支援センター
・通所介護事業の介護員（非常勤）
⑤地域活動交流支援
→詳細に関してはお電話下さい

〒231-0801 横浜市中区新山下3-15-5

〒231-0032 横浜市中区不老町3-15-2

横浜市新山下地域ケアプラザ

TEL.625-1911

横浜市不老町地域ケアプラザ

横浜市麦田地域ケアプラザ

TEL.662-0161

本牧原地域ケアプラザ

高齢者や子育て等の「身近な相談の窓口」です。
介護保険の利用に関すること、参加できる事業やサークルの情報等もお応えします。
地域のみなさまの仲間づくりやボランティア活動などを応援します。
地域活動やボランティア活動に参加してみませんか。
①
②
③
④

傾聴ボランティア（高齢者の体験や経験談などを傾聴）
パソコンで広報紙づくり等のお手伝い・パソコン指導
親子サロンの見守り・子どもの遊び相手・手芸ボランティア
小5〜大学生→高齢者との交流活動、障がいのある方との交流

デイサービス介助員（非常勤）募集中です。
問合先 中区麦田町1-26-2（清風荘の隣り） TEL.664-6023

社会福祉法人 横浜やまびこの里

横浜市本牧和田地域ケアプラザ
☆居宅介護支援事業・介護予防支援事業

介護のこと・子育てのこと等、なんでもご相談ください！

デイサービスでのお手伝い

ボランティアさんも大募集中！

職員募集！
！

あなたの特技、活かしてみませんか…！

☆地域包括支援センター
☆地域活動交流支援

介護支援専門員・保健師
詳細は下記までお問い合わせください

〒231-0827 横浜市中区本牧和田35番13号

横浜市簑沢地域ケアプラザ

ボランティアさん募集！
！

事業内容
☆通所介護事業・介護予防通所介護事業

みんな・のびのび・サポートの・輪

〒231-0856 横浜市中区簑沢13-204

TEL.045-622-1211

TEL.045-663-6960 FAX.045-228-1828
e-mail：mino-cp＠titan.ocn.ne.jp

有償ボランティア派遣

「できる時に、出来る人が、できる事をしよう」
お互い様の心で手を差し伸べる

NPO法人

なかまごころの会

ケアプラン作成・介護保険無料代行申請・ヘルパー派遣

社会福祉法人
〒231-0842

山手まごころの会

横浜市中区上野町2丁目67番地

TEL.045-625-6294

居宅介護支援・訪問介護・福祉用具貸与事業

ケアステーション・
・花菱
まずはお電話で、ご相談ください

☎ 651- 6665
株式会社

花菱グループ
お問い合わせは

045-624-1593

平成7年設立

有限会社ケアサービス

コパン

ホームヘルパー派遣・ケアプラン作成・ホームヘルパー養成研修等講師派遣

専門的な知識と技術で
在宅介護支援サービスにつとめます
〒231-0023 横浜市中区山下町70-15ライオンズマンション山下公園901

TEL.045-663-3441 FAX.045-212-5320

中区社会福祉協議会へ

Tel.681- 6664 Fax.641-6078 E-mail info@nakasha.net
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ボランティア 募 集・講 座・イベント

情 報

◎ 小学校への付き添いボランティア募集

◎ お花見付き添いボランティア募集

日時 毎週月・木曜日 8時10分に自宅へ（4月からの活動）
場所 依頼者自宅〜立野小学校（徒歩10分強）
対象 小3の自閉症男児
内容 朝自宅まで迎えに行って、立野小学校まで歩いて登校の
付き添いをしてください。
その他 学校生活支援員での対応

障がいの有無に関わらず様々な人が集まってお花見に行きます。
30名ほどで行きますが何人か介助等必要な人がいるので、その
方の食事介助やトイレ介助、車いすを押してくれる方を募集。
（一人に張り付くのではなく、手助けが必要なときだけ必要な人
の介助をお願いします）

◎ 自宅での保育ボランティア募集
日時 毎週火曜日の17時から19時
場所 依頼者宅
対象 2才と4才（軽度の自閉症あり）の子ども
内容 お母さんが家事をしている間、子どもの遊び相手をしてください。
3人の子どもがいるが、基本的には下の子ども2人と遊んでください。
その他 できれば徒歩や自転車で移動できる方を希望

日時
場所
対象
その他

4月1日
（日）
10時から17時 ※サクラの咲き具合によって変更の可能性あり
横浜駅集合→三渓園
肢体障がいのある方
交通費ボランティア負担、昼食はお弁当を持参

※お問い合わせは中区ボランティアセンター
（中区社会福祉協議会 TEL.681-6664）
までお気軽にお電話下さい。
※個人情報保護のため、依頼者の住所などは掲載しておりません。お手数です
が詳細については、
お問い合わせください。
※本紙発行までに活動者が見つかった場合、
ご連絡をいただいてもお断りする
ことがございますので、予めご了承下さい。また、
ここに掲載してある活動は
有償・無償問わず全てボランティア活動であり、
就労とは異なります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 障害児サマースクールボランティア募集
中区障がい者生活支援スペース「ぽ〜と」では、夏休み期間中、障がいのある子どもたち
（小・中・高生）のためのサマースクールを実施します。サマースクー
ルで子どもたちと楽しく遊んでくれるボランティアを募集しています。ボランティアの方々には、一人の子どもに担当としてついていただき、こちらで用意
したプログラムに沿って一日過ごしていただきます。子どもたちと共に、工作、調理、音楽、プール、外出などをして楽しんでもらいたいと思っています！
！
日時 7月30日
（月）
から8月31日
（金）
の平日 ※8月13日（月）から8月17日（金）は休み
9時30分から16時30分
場所 本牧地区センター・区内小中学校他

○ 障がい児サマーキャンプ
ボランティア募集
夏休みを、中・高生の障がい児とキャンプで過ご
しませんか？バーベキューやその他いろいろな
企画を用意しています。障がい児に関わったこと
がない方でも大丈夫です。貴重な経験や出会い
のあるイベントです。ぜひ、ご参加ください。
日程 8月11日（土）から12日（日）1泊2日
場所 横浜市野島青少年研修センター
定員 30名
締切 7月14日（土）
問合せ 中区ボランティアセンター（Tel.681-6664）まで

○ 障がい児サポート
ボランティア講座
「障がいのある子と関わってみたいけど、どうした
らいいのかわからない。何か専門的な知識が必要な
の？」といった疑問にお答えします。あなたの不安
を解きほぐします。子ども達の素敵な笑顔を見に来
ませんか？一緒に、成長のお手伝いをしましょう。
日時 6月30日
（土）
から9月8日
（土）
全3回（2回目は実習となります）
初回：13時から17時30分 実習：未定
3回：13時30分から15時30分
場所 横浜市麦田地域ケアプラザ他
定員 20名
参加費 300円（資料代） ※ボランティア活動保険
に未加入の方は、掛け金として別途300円が必要です。

締切 6月9日（土）
問合せ 中区ボランティアセンター（Tel.681-6664）まで

対象 小・中・高生で障がいのある子どもたち
締切 7月14日（土）
問合せ 中区障がい者生活支援スペースぽ〜と（Tel.628-3572）まで

○ 送迎ボランティア募集
公共交通機関での外出が困難な方の足となっ
て、市内を走っています。やりがいが生きが
いにつながる送迎ボランティアに、ぜひご参
加ください。運転ボランティアと、付き添い
ボランティアがあります。まずは、説明だけで
も聞いてみてください。
問合せ

中区ボランティアセンター（Tel.681-6664）まで

○ 視覚障害のある方への
ボランティア講座
買い物の付き添いや、ちょっとした外出誘導、
テープや拡大文字による情報提供など、視覚
に障がいのある方へのちょっとしたお手伝い
をしてみませんか？ＫＡＭＥの会では、一緒に
活動してくださる方を募集しています。
※KAMEの会は、中区で視覚障がい者へのボランティア
活動（主に誘導や音訳）をしている団体です。

日時 5月10日から7月26日の毎週木曜日 全12回
10時から12時
場所 中区福祉保健活動拠点 多目的研修室
対象 終了後KAMEの会会員として活動出来る人

※自宅で録音をする作業があります。録音機材がない方は福
祉保健活動拠点の備品を使用して、作業していただきます。

定員 10名
参加費 1,000円
（資料・保険代として）
内容 誘導、音訳
申込み 電話（681-6664）又は、住所・氏名・年令・受講動機・連
絡先を記入の上、E-mail（info@nakasha.net）まで
締切 4月27日
（金）
問合せ 中区ボランティアセンター（Tel.681-6664）まで

○「横浜子育てサポートシステム」
提供会員募集
生後57日から小学6年までの子どもを地域の
中で預け、預かる「横浜子育てサポートシステ
ム」。保育所などへの送迎や一時預かりをし
ています。あなたの空いている時間を少し分
けていただけませんか？
●参考例《お子さんを1人預かった場合の報酬》
月曜日から金曜日の午前7時から午後7時
……800円／時間
土・日・祝日、年末年始及び上記の時間外
……900円／時間

※いろいろな援助内容・方法があります。ご相談下さい。

問合せ

中区ボランティアセンター（Tel.681-6664）まで

○「脳イキイキ教室」学習者募集

【サポーターさん（教室を一緒に手伝ってくださる方）も募集中です！】
読み書き（音読）・計算で健康維持（認知症予防）・増進を！
内容 読み書き・簡単な計算の学習を行います。
対象 65歳以上の毎週自力で教室に参加でき、
毎日10分程度の自宅学習が可能な方
定員 20名 ※定員を超えた場合は抽選
日時 平成19年6月から平成19年11月
までの毎週木曜日（午前中）
9時30分から10時30分（予定）
場所 横浜市本牧和田地域ケアプラザ
（本牧和田35-13）
参加費 月額2,000円（教材費込み）
締切 4月30日（月）※代理人ではなく必ず
ご本人が電話でお申し込み下さい

問合せ 本牧和田地域ケアプラザTEL.622-1211

● 中区ボランティアセンター（中区社会福祉協議会）
より
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のったり、各種講座・研修会などを開催しています。また、ここに掲載されているボランティア情報以
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までお電話下さい。

〒231‑0023 横浜市中区山下町 2 産貿センタービル 4F TEL 681-6664 FAX 641-6078 E-mail info@nakasha.net

ふくしなか

平成19年3月
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災害ボランティアネットワーク（仮称）の設立について
1995年に起きた阪神淡路大震災の際、被災地には全国から多くのボランティアが駆けつけま
した。しかし、行政やボランティアとの連携が上手く取れず、必要な場所に必要なボランティア
を派遣する事が十分には出来ませんでした。
また、
「何かをしたい」というボランティアは大勢集まりましたが、そのボランティアをする人と
ボランティアを依頼する人の要望を調整するコーディネーターが絶対的に不足しました。その
反省をふまえ、横浜市中区社会福祉協議会では日頃からコーディネート技術を身につけ、もし
もの時に活躍できる災害ボランティアコーディネーターを養成することを目的とし、災害ボラン
ティアネットワーク（仮称）の立ち上げに取り組んでいます。ご関心を持っていただいた方に会
員登録をしていただき、コーディネート技術を養成するための各種講座や研修会をご案内しま
す。一緒に活動してくださる会員を随時募集しています。年齢などは問いませんので多くの方
のご参加を、お待ちしております。詳細については、下記事務局までお問い合わせください。
災害時、ボランティアコーディネートまでの流れ

中区災害対策本部
ボランティア班（中区役所）

中区社会福祉協議会

中区災害ボランティア
ネットワーク（仮称）会員

災害ボランティアセンターの
設置を要請

災害ボランティアセンターの
設置及び運営

ボランティアをする人とボランティア
を依頼する人の要望の調整

社会福祉法人

災害ボランティアネットワーク
（仮称）事務局
横浜市中区社会福祉協議会

TEL.681-6664

FAX.641-6078

平成19 年度 横浜市中区社会福祉協議会 事業計画
1. 福祉の啓発・福祉教育のための事業
①福祉の啓発・広報活動
• 第 23 回中区社会福祉大会の開催
• 区民への情報提供
• 会員研修
• 各種福祉関係事業・行事への協力
②福祉教育の推進
• 福祉教育の相談調整・支援
• 福祉教育推進セミナーの開催
• 先生のための福祉講座
• 福祉教育エリア別連絡会
• 夏休み体験学習
• 福祉用具の整備

2. 住民の主体的活動への支援のための事業
①地区社協活動の支援
• 地区社協活動助成金の交付
• 地区社協研修会の実施
• 地区社協活動の支援
• 地区社協カルテの作成
• 中区地域福祉活動計画に基づいた事業
②中 区福祉保健活動拠点及び中区ボラン
ティアセンターの運営
• 福祉保健活動拠点の利用促進
• 利用調整会議の開催

• ボランティアの相談、登録、斡旋
• ボランティア情報紙の発行
• ボランティアセンター運営委員会の設置と開催
• ホームページでの情報提供
• ボランティア講座の開催
• 善意銀行の運営及び配分委員会の開催
• 災害ボランティア連絡会議の設置と運営
• 災害ボランティア養成講座の開催
③地域ケアプラザとの連携・支援
• コーディネーター会議の開催
• 地域支えあいネットワーク事業への支援
• 地域包括支援センターとの連携
④区社協の体制強化
• 理事会・評議員会の開催
• 各種部会の開催
⑤その他
•共同募金及び善意銀行配分金助成事業の実施
• エレクトリックバンキングの利用
• 消費税等申告書の作成

3. 当事者の組織化、社会参加促進のための事業
①高齢者福祉
•介護保険関係支援事業
•敬老月間各種事業への取り組み
②障がい者福祉
•中区障害者団体連絡会（区障連）への支援・協力

•障がい児者余暇活動の実施・支援
•精神保健福祉関係支援事業
•その他障がい児者関係支援
•各種委員会・運営委員会への参加

4. 相談・情報提供機能充実のための事業
①外出・社会参加の支援
•中区送迎サービス・横浜市外出支援サービス
②子育て支援関係事業
• 横浜子育てサポートシステム
• 横浜子育てサポートシステム会員交流会
• 幼児安全法
③権利擁護事業
• 中区社協あんしんセンターの運営
④生活福祉資金貸付事業
• 生活福祉金貸付事業
• 生活福祉資金貸付調査委員会
⑤交通遺児援護事業
• 交通遺児見舞金・激励金の支給

5. その他
•7 団体事務の運営（日赤中区地区委員会・
共同募金会中区支会・更生保護協会中区支部
・中保護司会・中区社会を明るくする運動実
施委員会・中区更生保護女性会・中区遺族会）

平成19 年度 横浜市中区社会福祉協議会 収支予算（案）
福祉基金果実
中なかいいネ！助成金事業

7.9%

0.5%

法人運営

11.5%

善意銀行運営事業

16.7%

福祉保健活動拠点・ボランティア関係事業

23.3%
共同募金事業

14.1%

権利擁護事業

0.4%
福祉活動推進事業

10.5%

子育て支援事業

2.1%

送迎サービス事業

11.2%

地区社協活動支援

1.8%
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（注）福祉基金原資…47,602,000 円

金額
7,289,500
14,686,000
275,000
1,152,000
7,066,000
1,306,760
6,625,000
8,890,000
10,540,000
5,000,000
300,000
63,130,260

割合
11.5%
23.3%
0.4%
1.8%
11.2%
2.1%
10.5%
14.1%
16.7%
7.9%
0.5%

