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地元の企業ボランティア活動

横浜市中区日本大通35
Tel.224-8330

（株）
ダイイチの活動から…

「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。

＊ダイイチチャリティーバザー＊
リサイクル・新品衣料品、家庭用雑貨、タオル等
日

時： 4月12日（土）10：00〜15：00
※雨天時 4月 19 日に順延

場

所：（株）ダイイチ本社駐車場 宮川町 3-89
京急日ノ出町駅から徒歩 4 分

中区宮川町に本社のあるユニフォームの『（株）ダイイチ』では、50周年記念プロジェクトとして、
「誰もが、できることを、できるだけ」をモットーに昨年7月よりボランティア活動をはじめました。
手はじめに、使用済みテレフォンカード・切手や書き損じはがきを回収し、環境保護団体への寄
付を行う予定。8 月には社内チャリティ「ワンコインクラブ」を開始。これは、有志の社員から毎月
100 円の給料天引きを積み立て、同額を会社から寄付する「マッチングギフト制度」というもの。
また 9 月からは、月 2 回「地域の美化清掃」として、本社近くの大岡川沿いの早朝清掃活動を続けて
いるが、30分以上も早く出社して、活動に参加する有志の社員は30人にも及ぶとか。
「あくまでもボランティア活動なので強制はしません。それでも毎回大勢参加してくれています。
大切なのは続けて行くこと。
」とボランティアチームの井川さん。
さらに、今年 4 月 12 日（土）には、取引先にも協力をあおぎ、本社駐車場でチャリティバザーも
実施予定だという。こういった活動の輪が、中区内の多くの企業に広がることを期待したい。

問合せ：ダイイチボランティアプロジェクトスタッフ
TEL 241-8911
至 横浜

JR・東横 桜木町駅

至 関内
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トポス
野毛通り
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マクドナルド
至 伊勢佐木町

不二家

大岡川沿いの歩道をくまなく清掃

小さなゴミも見逃しません！

第18 回中区社会福祉大会開催
社会福祉功労者への表彰と、地域福祉活動の発表会
平成 15 年 2 月 5 日、『第 18 回中区社会福祉大会』がかながわドームシアターで開催されまし
た。雪の心配もされましたが、時折日も差すなか、約850人もの参加者があり、大盛況でした。
第1部では、主催者である大澤中区社協会長と、大浜中区長の挨拶の後、社会福祉功労者への表
彰を行いました。
第 2 部は障害者地域作業所やボランティア、ふれあいサロン参加者、地域の学校などによる
『地域福祉活動大発表会』。聖坂養護学校による和太鼓演奏に始まり、みなと総合高校吹奏楽部の
演奏まで、全 11 組の発表がありました。
発表会の後には、みなと総合高校吹奏楽部によるファンファーレをバックに、抽選会も行われ、
特別賞を含め249人の方が当選しました。
また、ロビーではボランティア連絡会のひばり会とシオンによる手芸品や、はだしの邑、ろば
の家、PWL、ほっとスペース関内、チャレンジ新生の5つの障害者団体による自主製品の販売も
行われ、共に大盛況でした。
最後に、運営に協力してくださった地区社協の方々、ボランティア連絡会の方々、また、すば
らしい発表をされた出演者の皆様にお礼申し上げます。
第18回 中区社会福祉大会実行委員長 山田 五男
社会福祉功労者表彰受賞者

出演団体

（敬称略・五十音順）

石川町地蔵尊奉賛会

中区社協大澤会長より表彰者の方へ

打越チャリティおもちつき大会

株式会社江戸清

金子 幸代

吉正本螺鈿工芸院

シオン

谷川 誠

中区消費生活推進員

早川運輸株式会社

ひばり会

山元町1丁目自治会婦人部

横浜簡易宿泊事業共同組合

横浜市防犯健全協力会

社団法人横浜中法人会

聖坂養護学校
第4地区北部社会福祉協議会 ふれあいサロンひとときの会
第2地区社会福祉協議会ふれあいサロン
第3地区社会福祉協議会らくらくゆったり体操
はだしの邑
ダンサブルシンガー「サンドラ」
中区老人クラブ連合会
ふれあいサロンわすれな会
ピカケ・レイ
矢車草の会／かぼちゃの会
横浜市立みなと総合高等学校吹奏楽部

聖坂養護学校の聖太鼓
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ふくしなか

中区障害者団体連絡会の活動
中区障害者団体連絡会（区障連）では、障害のある方の地域活動を進めています。
●公園清掃事業
平成 12 年 12 月から始まった公園清掃事業は、市緑政局からの委託事業として（財）在宅障害
者援護協会を通じて行っています。現在は、中区内 8 カ所の作業所・施設から数名ずつのメンバ
ーが参加して、毎週月曜日と金曜日の週 2 回、中華街にある山下町公園と、シルクセンター前の
開港広場の 2カ所の清掃を行っています。
枯れ葉の時期にはゴミの量が 1 日で 70 袋にもなりますが、メンバーは皆この仕事に責任を持
っていて、多少の雨でもレインコートを着て元気にお掃除しています。
●マイカル本牧での販売活動
本牧福祉のまちづくり協議会の協力により、本牧山頂公園での売店、マイカル本牧での販売な
どが実現しました。いつも散歩する公園、いつも買物する店、自分たちの生活エリアでの活動は、
とても張り合いのあるものです。地域の皆さんにも、身近に、障害者の活動の場があることを知
って頂けたことで、さらに地域とのつながりが深まったように思います。
また、3月 22 日からは、毎週土曜日に本牧山頂公園管理棟でも自主製品の販売を始めています。
是非お越し下さい！

平成15年度

中区社会福祉協議会 事業計画

【重点目標】
1．社会福祉への関心・意識を高め、誰もが参加できる街づくりを目指
します。
2．地域福祉活動をさらに進めるため、地域での情報や推進体制などの
環境を整備します。
3．地域の特性を活かして、身近な地域での在宅福祉活動をさらに進め
ます。
4．事業を進めるための体制や環境を充実強化します。
【実施項目】

寒さにも負けず元気に販売！

4. どうしよう こうしたら ほっとした…情報提供・相談調整機能の充実
地域ケアプラザなどと連携して、身近な地域での相談・情報提供の充実に努め
ます。また、ボランティアハウスを中心に、ボランティア情報の提供をします。

5. ひとりひとりがイキがいい…在宅生活への自立支援
ボランティアグループと連携して、外出が困難な方を対象に送迎・外出支援サービ
スを実施します。また、低所得世帯等を対象に各種資金の貸し付けを行います。

6. 中区っていいね 自慢だね…事業実施体制の強化
効果的で安定した事業実施のための財源・人材の確保・強化につとめると
ともに、地域福祉活動計画の推進・進行管理を行います。

平成 15 年度 中区社会福祉協議会 収支予算

1. いらっしゃいませ 福祉ワールドへ…福祉の啓発・福祉教育の推進
広報紙の発行や各種事業の実施などにより、福祉活動の啓発・推進をします。
また、学校などでの福祉教育活動にも取り組みます。

2. わたしのできること わたしがやってみる…住民の主体的活動への支援
ボランティア活動や地区社協活動など、住民主体の福祉活動を支援します。
また、少子化に対応するため子育て支援事業にも取り組みます。

3. ほんとのこえが、聴こえるね…当事者の組織化・社会参加の促進
中区障害者団体連絡会と連携して、障害者の社会参加に向けた各種事業を
実施します。また、ふれあいサロン等の小地域活動の拡充に取り組みます。

収 入
7,223,500
917,280
2,863,000
720,000
4,623,000
1,219,360
1,006,500
11,135,000
3,001,000
15,000
8,700,000
41,423,640

法人運営費
権利擁護事業費
ボランティア関係費
地区社協活動支援費
送迎サービス事業費
子育て支援事業費
福祉活動推進事業費
共同募金配分事業費
善意銀行運営事業費
福祉基金事業費
繰越金
合
計

（円）

支 出
8,260,500
917,280
2,863,000
1,290,000
5,016,000
1,219,360
1,006,500
11,835,000
9,001,000
15,000
0
41,423,640

共同募金配分金事業助成について
中区内で活動する区民及び市民活動団体の実施する、地域福祉の推進を目
的とする事業を対象に助成金を配分します。
※詳細は中区社会福祉協議会にお問い合わせの上、募集要項をご覧下さい。
募集受付期間： 4月 14 日（月）〜 5 月 9 日（金）
中区社会福祉協議会：中区日本大通 15 朝日会館 6階
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TEL 681-6664

行

（順不同・敬称略）
〈平成14年9月1日〜15年2月28日受付分〉

寄付者名（順不同・敬称略）
〈平成14 年 9月 1日〜15 年 2月 28 日受付分〉

黒川てつ子／岩田美知子／山口堯／保田義雄／安藤松枝／吉田和一／木村和子／村岡福

（株）江戸清／（株）千歳観光／（有）横浜産商／ NTT-IT（株）オフィスソリューション事業
部／イエスキッズ／いわね指圧センター／エンドレス／クラブミストラル／シオン／セブン
スディアドベンティスト横浜キリスト教会／パークハイム横浜山手管理組合／ひばり会／
宇田川俊春／横浜検察庁総務課／横浜山手キリスト教会／横浜市交通局本牧営業所／横
浜市防犯健全協会／横浜中法人会／岡田栄／関内もちつき大会／吉正本螺鈿工芸院／原
口ふさ／荒井進一／細井宏一／三友会ボランティアセンター／山元町 1 丁目自治会婦人
部／小港 2・3 丁目町内会婦人部／新山下 1 丁目自治会／新山下地域ケアプラザ／須藤敏
子／西尾一枝／石井博子／石川町地蔵尊奉賛会／石川登三江／河村一昭／送迎ボランティ
アグループ葦の会／第4 南部地区社会福祉協議会／竹之丸地区センター／中区更生保護婦
人会／中区女性団体連絡協議会／中区民利用施設協会／中区薬剤師会／仲尾台中学校コ
ミュニティハウス／鳥谷いさ／鳥谷繁雄／田中ちづ子／田辺賢一／富田ハナ／本郷囃子
連／野沢定子／有波良枝／澤崎三郎／簑沢台ヤングストーム／中区浴場組合／佐藤澄男
皆さんから寄せられた寄付金・品は、区内の福祉団体などに配分しています。皆様の
ご支援をお願いします。

藏／あおぞら自治会／天羽カツ／岡田博子／渡辺千鶴子／原恵美子／林和子／高梨佐和
子／吉田恵子／足立宏／西墻つる子／田井光弘／長島壽子／福井牧江／金子淳子／稲川
雅巳／斉藤好子／山二起世子／水上弘禅／堀益久／川本博子／小林法子／佐藤芳子／浅
尾恒一／中馬静子／木村みさ子／黒澤郁子／高橋綾子／吉原昭／佐野不二枝／清水美智
子／鈴木進一／安部義一／増田康／松川真吾／石畑豊子／竹政徳子／佐藤正孝／大宮隆
一／石井博子／鈴木征治／黒柳市枝／西堀千代子／安藤松枝／新井美佐子／根本敏子／
鈴木シヅ／依田龍治／中区食生活等改善推進員会／せばた／新保栄蔵
中区社会福祉協議会の活動を支える、賛助会費のご協力をお願いします。
【振 込 先】郵

便

しゃかい ふくし ほうじん

局

よこはまし

00200-8-24804
なかく しゃかい ふくし

きょうぎかい

社会福祉法人横浜市中区社会福祉協議会
かいちょう

おおさわ

会長

大澤 久子

ひさこ

【振 込 先】横浜銀行県庁支店
しゃかい ふくし ほうじん よこはまし

（普通）1183267

なかく しゃかい ふくし きょうぎかい

問い合わせは

社会福祉法人横浜市中区社会福祉協議会

中区社会福祉協議会へ 1681-6664

善銀 会計 会 長 大澤 久子

ぜんぎんかいけい

以上のみなさま、ありがとうございました。

かいちょう

おおさわ

ひさこ

