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障がいのある方の「生活」をサポート！
〜緑区社協の取り組みをご紹介します〜
相

談 障がい児・者のための外出相談窓口

緑区移動情報センター

お

外出が困難な障がいのある方からの相談に応じ、
サービス事業所
や地域のボランティアなどの紹介・コーディネートを行っています。
えば
たと

で

か

け 地域で応援！
！

付添いボランティア募集

付添いボランティアとは、障がいなどによりひとりでは通学・通院と
いった外出が難しい方の見守り・付添いを行うボランティアです。
例えば通学では、
次のような活動をしています。

一人で通学するのが難しいわが子…。通学の付添いをしてくれる方、
い
ないかしら？

えば
たと

小学校個別支援学級1年生のお母さんから

小学校の朝の登校時の付添いボランティアの一日の流れ

来年、高校に入学するので、一人で通学できるようになって欲しい。
まずは、親以外の人と外出や、通学ができるようになってもらえたら…。
特別支援学校中学3年生のお母さんから

通院のため車で送迎して欲しい。
どこに聞けばいいの？

電車・バスでの外出が難しい70代男性から

朝自宅前で
待ち合わせ。

障がいのある方が地域で安心して生活できるように、移動についての相談を
お受けしています。
どこに相談すればよいかわからない……という場合も、
ま
ずはお気軽にご相談ください。

つ

あなたも近隣でボランティア始めてみませんか？

お問合せ 緑区移動情報センター

お問合せ 緑区移動情報センター

相談受付 月曜〜金曜

相談受付 月曜〜金曜

な

が

午前９：００〜午後５：００ 専用ダイヤル ９３１-３２８０

る ライフステージの変化にも

あ

途切れない支援を

みどり障がい児者
支援ネットワーク

障がい者手帳等のある方はもとより、困り
感を抱える本人や、育ちがゆっくりな子の
保護者の方に寄り添った支援ができるよ
う、緑区および近隣の施設や相談機関・学
校・団体がネットワークを作っています。
こ
れからもお役立ち情報をお届けしていき
ます。

ぜひご覧ください！

ぶ ボランティアとひと夏の思い出に…

夏休み余暇支援事業

今年の活動の一部をご紹介します

「いいね！」
お待ちしています

くり
おやつづ

クリック

赤十字救急法講習会
突然のけがや病気に対して、適切な緊急処置のできる人を養成するため
に、救急法講習会を開催します。全日程参加した方には、日本赤十字社から
赤十字救急法受講証､また、検定試験に合格した方には認定証が交付され
ます。
時：平成27年11月7日
（土）
・8日
（日）
・14日
（土）
・15日
（日）
いずれも午前９時30分〜午後４時30分
会
場：ハーモニーみどり２階 ボランティアルーム
対
象：15歳以上で全日程参加できる人。
原則緑区内在住・在勤・在学者
参 加 料：1,000円
定
員：28名
（応募者多数の場合は抽選）
申込期間：10月1日(木)〜10月20日
（火）
必着
申込方法：ハガキ・ＦＡＸ・事務局窓口でお申込みください。
（氏名・住所・電話・ＦＡＸ・年齢・性別）

問合せ先

そ

午前９：００〜午後５：００ 専用ダイヤル ９３１-３２８０

障がいのある子どもたちとボランティアの方とが一緒に、体育館で
体を動かしたり、
おやつを作ったり、
お買い物に行ったり、
プールで遊
んだり。参加者同士の 仲間作り 、
そして
「やったー」
という 達成感
が生まれるような、
夏のイベントです。
今年度は、小学生５名・中高生５名がそれぞれ2日間、
ボランティアの
方とたのしい時間を過ごしました♪

みどり 障がい facebook

日

登校時間までに学校の先生に
！
子どもをバトンタッチ。 活動終了

一緒に学校まで
徒歩で移動…。

外出体験

障がいのあるお子さんの
ボランティア活動に
興味、関心のある方は
ぜひボランティアセンターまで
お問い合わせください

お問合せ 緑区ボランティアセンター
相談受付 月曜〜土曜

平成27年度

午前9：00〜午後5：00 専用ダイヤル 935-7807

善意銀行預託者

平成27年1月1日〜7月31日
公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会／神奈川土建一般労働組合横浜緑支部
木村信保／緑区民謡愛好会／横浜交通開発株式会社緑営業所／箏友会
全日本民謡民舞歌謡連盟／酒井杲胤／なかの美智江
（敬称略）
（順不同）

ご寄付をいただき、ありがとうございました。
ご寄付を
いただける
方は

❶緑区社会福祉協議会へご持参ください。
❷銀行振り込みをご利用ください。
横浜銀行中山支店 （普）
１０８３１１３

善意銀行 （福）横浜市緑区社会福祉協議会

お振込みの際は事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
（振込手数料はご負担いただきますようにお願い申し上げます。）

賛助会員ご紹介
（平成26年8月1日〜平成27年7月31日まで
にご入会いただいた賛助会員です。）
大藏寺／土志田領司／自修院／山友工業／竜南土木工業
堀口工業所／奥津産業／中込運輸／安原電機製作所
日本舗材／萬蔵寺／佐道／東北化成工業／植照／高住研キヨタ
関根仙之助商店／一色こどもクリニック／なごや耳鼻咽喉科
テイクフォー／日本高周波／さいとうクリニック
グループホーム花物語／霧が丘ガレージ／ワイエムジー
レストヴィラ十日市場／医療法人社団弘医会
アバロン・ヒルサイドファーム／東観寺／みどりクリニック
大林寺／グループホームまっとう／田中晃／アジア物性材料
弘聖寺／杉山鋼材／丸産技研／林運輸／杉崎建設
エヌ・ケイ・エス／フィルケア／橋本菊二／酒井杲胤
高橋昌三郎
（敬称略）
（順不同）

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会 〒226-0011 緑区中山町 413-4 ハーモニーみどり内 TEL 931-2478 FAX 934-4355
緑区連承認第７号

新治
西部地区

新しく新治西部地区に来られた方も、もしもの時に
備えて何かの形で地域とつながっていただきたい

社会福祉協議会
地区社協訪問

十日市場中学校
夏ボラ草刈りへの協力

日頃より新治西部地区社会福祉協議会（以下、地区社協）
にご理解とご協力をいただきありがとうござ
います。会長をしています加藤です。
新治西部地区社協は、連合自治会と連携して運営に取り組んでおります。
「 みどりのわ・ささえ愛プラ
ン」の目標でもあります
「地域の中での孤立化をなくしみんなの顔が見える環境を目指す」
「自治会加入
を促進し、地域情報をより多くの人に届ける」
を基本に活動していきたいと思います。

新治西部地区

基本的に家族、次に隣近所
とのつながりが、
もしもの時
にたよりになる存在です。
日ごろから良い関係を作っ
ていただきたいです。

今年は、
８月２２日
（土）
９時から実施しました。
毎年この時期に、中学校教員・ＰＴＡ・生徒・中

学校「学校・家庭・地域連絡協議会」関係者な
ど総勢200名程が参加し、学校敷地内と隣接

歩道の草刈り清掃を行っています。
この行事で、
自分たちの地域をきれいにする
心が育ってきているように思われます。

白山地区

新治西部地区
地域対抗運動会
スポーツ推進委員・青少
年指導委員が中心に企

「お楽しみ昼食会」

画・運営し、10月の「体育
の日」前後、十日市場小

毎年１０月後半に十日市場地域ケアプラザ２階の多目的ホールをお借り

して、開催しております。
参加者は、新治西部地区老人会から４５名・障がい者施設から障がい者
と施設職員で１０名です。
総勢７０名弱で行っています。

学 校 の グ ラウンドを 借
り、
実施しています。

地区の住民が600名程
参加し、各自治会の子ども会・父兄による対抗戦と一

食事の献立は、女性の民生委員・児童委員が考え、準備します。食材は、
地元野菜・米を使用し、高齢者にあった味付
け等工夫しております。

般参加の高齢者や幼児が参加できる競技を行ってい
ます。
地区社協は、
この運動会に老人会の方々を招待して

毎回おいしいごはんと好評です。

食後に演芸や唱歌の合唱、ケアプラザ地域
包括支援センターチームによる
「ためになる
講習会」
「 健康体操」等を楽しんでいただき

います。観戦するテントスペースとお昼のお弁当を
用意し、競技にも参加してもらい1日を楽しんでいた

だいています。

ます。

ンター

アセ
緑区ボランティ

夏休み学生サマーボランティア報告
今年も学生48名の応募・参加があり、様々なボランティア活
動を経験されました。

オリエンテーション
７月２２日（水）、
２５日（土）
にオリエンテーショ
ンを開催しました。
ボランティア活動をはじめ
る前の心構えや注意点等をお伝えしました。

活動目標を
決めました

ボランティア体験！

こちらは
中山みどり園での
活動の様子です

保育園や高齢者施設、障がい者施設、地
域ケアプラザ等でボランティア体験を
してきました。

まとめの会

８月２０日
（木）
にまとめの会を行いました。

活動の
ふり返りを
しました

ぼくの

わたし
の

サマーボランティア
〜学生さんの感想〜

森村学園中等部 ２年

長嶋 航輝さん

活動先：中山みどり園

「障がいのある利用者の方と積極的に
コミュニケーションをとる」
ことを目標
に活動しました。
活動中は、施設職員の方が、利用者一
人一人の接し方を丁寧に教えてくださ
いました。今 回 の 活 動で特に印 象に
残っているのは、利用者の方とお散歩
に行ったときのことです。利用者から手
を握ってくれ、一緒に歩いてくれたとき
「自分のことを信頼してくれたのだ」
と
思え、
何より嬉しかったです。
活動を通し、
ボランティアをする楽しさ
を知ることができました。機会があれ
ばまた参加したいです。

●夏休み以外にもボランティアを募集しています！

緑区ボランティアセンターには、夏休み以外にもたくさんボランティア依頼があります。土日の単発の活動もありますの
で、夏休みに参加できなかった方もぜひお問合せください。
もちろん、社会人の方のご参加もお待ちしています。

●ホームページ上でも、
ボランティア情報を掲載しています。
⇒http://www.midori-shakyo.jp
＜お問合せ・ご登録＞
緑区ボランティアセンター（緑区社会福祉協議会内） 相談受付：月曜〜土曜 午前9：00〜午後５：00
TEL：935-7807 FAX：934-4355

災害ボランティア
コーディネーター養成講座
11月14日（土）10:00〜12:30

新潟の震災など数々の被災地でボラン
ティアの受け入れ・調整に協力してきた
実績のある、東京都社会福祉協議会の
職員の方を講師に招き、災害ボランティ
アとは何か、災害時のボランティアコー
ディネートに必要なことは何かなど、災
害ボランティアコーディネートの基礎に
ついて学びます。

申込期間

10月15日（木）〜11月12日（木）

定

30名程度

員

申込方法

お電話にてお問い合わせください

