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「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。

横浜子育てサポートシステム
地域の中で子どもを預けたり、預かったりすることで、市民同士の連携を
はかり、地域ぐるみでの子育て支援を目指しています。
「子どもを預かってほしい人（利用会員）」と「子どもを預かれる人（提
供会員）」が会員として登録し、会員相互の責任と信頼関係のもとに子育
て支援を行っています。

子育ての援助を受けたい方

子育ての援助を提供したい方

①入会説明会─各区社会福祉協議会
②入会申込み・会費納入─市社会福祉協議会
月額150円（年額1800円）

①入会説明会・研修会─市・各区社会福祉協議会
②入会申込み─市社会福祉協議会

横浜子育てサポートシステム事務局

（市 社 会 福 祉 協 議 会 ）・（各 区 社 会 福 祉 協 議 会 ）

報告

情報提供

地区リーダー

会員間の調整
利用会員と
提供会員をか
ね る両 方 会 員
もあります。

事前打ち合わせ
援助の依頼申込

利用会員

援助の提供

援助提供の依頼

提供会員
援助できる
日時・内容を登録

報
横浜市にお住まいで、小さなお
子さん（生後57日以上小学校3
年生までの児童）をお持ちの方。

酬

●月曜日から金曜日までの午前7時〜午後 7時
1時間あたり 800円
●土・日・祝日、年末年始及び上記の時間外
1時間あたり 900円

横浜市にお住まいで、健康で、
子育て支援に理解と熱意のあ
る20歳以上の方。資格は不要
ですが、研修を受けて頂きます。

※子どもの送迎等にかかる交通費や提供会員が用意したおやつ、
紙おむつ等の実費は別途利用会員が負担します。

説 明 会

隔月で開催します。

4月27日
（火）10：00〜11：00
と思ったら……
まずは説明会にご参加ください。

朝日会館6階会議室（中区日本大通15）
参加希望の方は、中区社会福祉協議会まで電話でお申
し込み下さい。
◇お子さんと一緒に参加できます。
（保育はありません）

1681-6664
「ふくしなか」のテープ版を音声訳ボランティアグループ「KAME の会」の協力により作成しています。ご希望の方は中区社会福祉協議会へ（1681-6664）

平成 16年 4 月
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平成 16 年度

中区社会福祉協議会 事業計画
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

【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めざ

中区福祉活動拠点・ボランティアセンターの開所に取り組みます。地域ケアプラザ
等と連携して、身近な地域での相談・情報提供の充実に努めます。

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．地域の特性をいかして、身近な地域での在宅福祉活動をさらに進め
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

4．事業を進めるための体制や環境を充実・強化します。

事業実施のための財源・人材の確保、強化に努めるとともに、地域福祉活動計画の推進・進
行管理を行います。また、平成17年度完成予定の地域福祉計画の策定に協力していきます。

【実施項目】
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

平成16年度 中区社会福祉協議会 予算

広報誌の発行やホームページの運用、各種事業の実施により、福祉活動の啓発・推
進をしていきます。また学校などでの福祉教育活動に取り組んでいきます。

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、住民の福祉活動を支援します。また地域ケ
アプラザと連携して、地域支えあい連絡会を支援していきます。

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。

平成16年度
8,531,000
3,092,000
681,400
1,132,000
5,788,500
1,244,000
1,546,500
12,377,600
9,581,000
15,000
43,989,000

法人運営費
ボランティアセンター事業費
権利擁護事業費
地区社協活動支援事業費
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
合
計

（円）

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

記念誌完成！
！

中区共同募金配分金事業助成

昨年20周年をむかえたボランティア
連絡会の記念誌を、3月に発行しました。
20年のあゆみと各グループの活動内
容など、かわいらしいピンクの冊子に濃
縮されています。
ボランティア活動に関心のある方、問
い合わせは中区ボランティアハウスまで。
1623-3808
ボランティア講座 入門編①

「傾聴ボランティア講座」開催
地域福祉の推進を目的として、中区内で活動する区民・市民活動団
体の事業を対象に、助成金の配分を行います。詳しくは、募集要項を
ご覧下さい。
募集受付期間
5/17（月）〜31（月） ＜郵送不可＞
募集要項・申込書類は4/28（水）から下記で配布しています。
申込・問合せ 中区社会福祉協議会
中区日本大通15 朝日会館6階 1681-6664
※ホームページからもダウンロードできます http://www.nakasha.net

賛

助

会

日時 6月3日〜7月1日（全5回 実習含む）
場所 本牧和田地域ケアプラザ 他 詳細はお問い合わせ下さい。
中区社会福祉協議会 1681-6664

第19回中区社会福祉大会
2/10（火）に、かながわドームシアターで、第19回中区社会福祉大会が開催されました。
地域で活動している皆さんの発表や地域作業所等の製品販売のほか、社会福祉功労者への
表彰が行われました。受賞者の皆さんは次のとおりです。
イエスキッズ／石川町地蔵尊奉賛会／（株）江戸清／関内もちつき大会／三友会ボランティアセンター花
菱倶楽部／須藤敏子／（株）ダイイチ／ひばり会／マリア・アンジェラ・マーフィ／横浜簡易宿泊事業協
同組合／横浜市防犯健全協力会／（社）横浜中法人会 （敬称略・50音順）

ス笠原光子／陳 恵珍／柿島住男／安藤松枝／川津玲子／鴫原京子／田中義明／福島
久榮／新井睦雄／柏聖会／鈴木シヅ／長島壽子／山二起世子／森敬子／村岡福藏

員

平成 15 年8月1日〜平成 16 年3月31 日受付分
（順不同・敬称略）

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。

三宅 正／星野江世／松本操子／栗田繁夫／山崎幸子／新堀ミヤ／坂井よし子／西山
敏榮／堀内和子／勝山小夜子／藤本素子／天羽カツ／阿部義一／武政徳子／園田秀
俊／中馬静子／牛山泰行／長島壽子／加藤博子／吉田和一／蛭田明子／平山茂／吉江
志津江／高梨佐和子／原恵美子／水上弘禅／小澤隆／簑島栄子／佐藤正孝／村上欽
子／林和子／泉孝健／吉原昭／伊藤智／斉藤好子／宮林誠之／三宅富子／ハイビスカ

善

意

銀

行

平成 15 年8月1日〜平成 16 年3月31 日受付分
（順不同・敬称略）

横浜中央郵便局共通事務センター／蛭田明子／中島阿久里／お笑いぱっちり倶楽部／中区
青少年指導員協議会／横浜市健民少年団中管区／中区民利用施設協会（2）／イエスキッ
ズ／山元町1丁目自治会婦人部（2）／ひばり会（2）／中区女性団体連絡協議会／中区更生保
護女性会 ／中区体育指導委員連絡協議会／シオン（2）／槇田仁／第 3 地区消費生活推進員
（2）／山手女子中・高等学校生徒会／送迎ボランティアグループ葦の会／ハローよこはま
実行委員会／ブルースカイ／横浜なぎさ地区連合／中区消費生活推進員（2）／（社）横浜
ボランティア協会・（社）横浜中法人会／（株）江戸清／打越チャリティおもちつき大
会／（株）ダイイチボランティアチーム（2）／三友会ボランティアセンター花菱倶楽部／蜂
谷節子／有波良枝（2）／小林ヒロミ／不老町地域ケアプラザ／置地かね子／アービンメリ
トール・ジャパン（株）／中沢／百瀬富美子／横浜簡易宿泊事業協同組合／深澤ヒテ子／
簑沢台ヤングストーム／横浜市防犯健全協力会／セブンスディアドベンティスト横浜キリ

【振 込 先】郵

便

局

しゃかい ふくし ほうじん よこはまし

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

スト教会／中区浴場協会／今井輝義／本郷囃子連／関内もちつき大会／ダンスグループク
オリティ／野口綾子／大河原ヤス／パークハイム山手の杜管理組合／パークハイム横濱山
手管理組合／高橋敏子／中区環境事業推進委員／中央労働金庫横浜支店推進幹事会／本郷
町１．２丁目婦人会／柴田準吉／大野冨美枝／中区食生活等推進委員会／田中美和子／吉
村輝男／中村菊夫／NTT-IT（株）オフィスソリューション事業部／小林博子／中区薬剤師
会／日本郵政公社南関東支社総務課／アービンメリトール・ジャパン（株）／日本生命労
働組合横浜支部／匿名（４件）
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。
【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

中区社会福祉協議会へ

（普通）1183267

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
ぜんぎんかいけい

かいちょう

おおさわ

ひさこ

善銀 会計 会 長 大澤 久子

Q 以上のみなさま、ありがとうございました。
Q

問い合わせは

00200-8-24804
なかく しゃかい ふくし きょうぎかい

1 681-6664

