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鴨居→

は、社会福祉法に定められた地域福祉の推進を図ることを目的に組織された民間団体で、
横浜市緑区社会福祉協議会 「社会福祉協議会」
その目的にそった事業を展開し、また、みなさまの地域福祉活動の支援をしています。
〈平成20年12月発行〉

発行：社会福祉法人

社協って何してるの？
その１

われら社協レンジャー！！緑区社協職員のある日を紹介しちゃうぞ！
ボランティア相談コーナー
の出張相談

青レンジャー
深めるぞ！
地域とボランティア団体の結束
ボランティアや市民活動を通じて、緑区を
盛り上げるネットワークをつくるための交
流会の企画を実行委員
と考えました。
ネットワー
地域へGO！
クの名前は
「オトナの
山下地区の方が
足で歩いて作った
一期一会」。

緑レンジャー
あんしんセンターの
訪問相談へ

赤レンジャー

養護学校への通学に同伴するボランティ
アさん、お子さんや家族とともに、待ち合
わせ場所や注意することを、コーディネー
ターとみんなで現場に行って確認しました。

（詳しくはその２｢ご存知ですか！？ボランティ
ア相談コーナー｣へ）

“福祉保健活動拠点”
へComeOn！

足が悪くてなかなか銀行に行くこと
ができない高齢者のお宅に民生委
員さんと訪問し、金銭管理サービス
の内容をじっく
り説明して帰り
地域へGO！
ました。援助方
白山福祉まつりでの
針を考えつつ、 アンケート調査のア
イデアを地区社協の
訪問記録を書
方と一緒に考えまし
た。
きます。

活動をはじめたばかりのボ
ランティアグループに、ハー
モニーみどり２階の貸し部屋
と、ボランティア保険を案内
しました。
（＊活動資金にな
る金品寄付受付・配分事業
「善意銀行」もありま
す）

防災データマップ。
さっそく周 知 先を
リサーチ！

ピンクレンジャー

黄レンジャー
人でつなぐ
アットホームな送迎サービス

学校へ出前！福祉教育
障がいを理解してもらうために、小学
校で障がい者自身からのお話とアイ
マスクを使った体験学習
を行いました。
地域へGO！

（詳しくはその２
「緑ハート
バリアフリー実行委員
会」へ）

その2

霧が丘地区ならでは
の福祉サービスを立
ち上げるために、困
っている人にヒアリ
ング する地 域 の 方
に同行。

障がいのある人や家族・地域ボランティアが、
「 障がいの理
解」
「どんなお手伝いが必要か」といった内容を障がいのあ
る人による講演・疑似体験・寸劇などで、学校の生徒や地域
の皆さんなどに伝える活動をしています。

学校・ＰＴＡ・自治会など地域の皆さんや企業
など、ぜひご相談ください。

こんなことをお伝えしています
街で障がいのある人をみかけた時、
「お手伝いしたいけど
どうしたら良いのかな？」と思うことはありませんか？
★その人が、困っているように見えたら、勇気を出して「何
かお手伝いしましょうか？」と声をかけてください。
★それ以外は、暖かい目で見守り、何か危険が迫っていたり
したら教えてください。
★声をかけていただいた時に、お手伝いしてもらいたい時
もあれば、自分でできる時もあります。それはみなさんも
同じですよね。そんな気持ちを分かってください。

平成20年度お会いしたみなさん

緑区版社協／担当・小倉／製作・山口／
校・山口／３校再・山口

2

て、地域の方と中学
生 が 開 催した 懇 談
会に参加しまし
た。

（詳しくはその２
「送迎サー
ビスかわります」へ）

今これがアツい！事業です

【緑ハートバリアフリー実行委員会】

盲導犬ローズ 雌 4才です

○ 東鴨居中学校（1年生） ○ 三保小学校（4年生）
○ 上山小学校（4年生） ○ 森の台小学校（4年生）
○ 山下小学校（4年生） ○ 霧が丘小学校（3年生）
○ 緑小学校（5年生）
○ 長津田第２小学校（4年生）
メンバーと一緒に、
○ 東鴨居小学校（4年生）
メッセージを伝える活動を
○ 中山ふれあいフェスティバル
しています。

その3

車いすを利用している高齢者が、運
転ボランティアの協力で
実 施している送 迎 サー
地域へGO！
ビスを利用したいとの相
長津田地区の子ども
談を受け付けました。
の健全育成につい

ご存知ですか！？ボランティア相談コーナー
ボランティアを

☎045-935-7807

『やってみたい方」 と 『お願いしたい方」
（ボランティア登録者）

（ボランティア依頼者）

を橋渡ししています。

『ボランティアを
やってみたい方』は？

『ボランティアを
お願いしたい方』は？

◎コーディネーターがお話
を聞いて、ご希望に添っ
た活動や相談コーナー
に寄せられている依頼
を紹介します。
◎お気軽にご相談にいら
してください。

◎コーディネーターが依頼
したい内容をお聞きし
ます。
（例：日程や活動内
容など）
◎相談コーナーに登録し
ているボランティアを
紹介します。
（ ご希望に
添えない場合もありま
す）

送迎サービスかわります。
緑区社協では、歩行困難な高齢者、障がい者、知
的障がい児を対象に送迎サービスを行なってい
ますが、平成20年10月よりサービスの内容を
次のとおり拡充しました。
①学齢障がい児につきましては、原則として、
付添者がいなくてもご利用いただけます。
②回数制限はありますが、通学もご利用いた
だけます。

障がいの状態によってご利用できない
場合もありますので、
まずはご相談を！！

趣味は
将棋だ！

サラリーマンのＡさん

⇔

誰か相手になって
くれないかなあ？
一人暮らしのＢさん

賛助会員になってください！今日からあなたも社協レンジャー！

賛助会員とは…

緑区社協の賛助会員になってみませんか！？

「緑区社協」の目的、事業推進に対して広く理解をいた
だき、社協のさまざまな事業に対する財政的支援をし
てくださる会員です。

賛助会員になると…

○緑区社協事業の情報提供をします
○緑区社協だよりに賛助会員としてお名前を掲載します
（ご希望により匿名可能）

ありがとうございます

加入方法

賛助会員の声

年 会 費 ●法人・団体 １口 5,000円

賛助会員『長崎 昭司さん』に聞きました！

納入方法

『団体の運営資金を獲得することの困難さは身にし
みています。自分の団体は緑区社協が運営してい
る福祉保健活動拠点を利用しているので、賛助会
員になることをメンバーにも提案してみました。』

（緑スポーツダンス連盟 会長）

●個人 １口 1,000円
何口でもご加入いただけます
●区社協窓口または郵便振替
口座番号 00280-0-85996
名義 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

平成20年9月1日から11月30日までにご入会いただいた賛助会員です

※順不同・敬称略
【団体】30【個人】11

ナーシングホーム 横浜ゆうふくの郷／アトテックジャパン（株）／（株）三光電気／東北化成工業株式会社／（株）鴨居商業ビル／（株）ハーツエイコー／株式会社 奥津産業／
株式会社 フィルケア／（株）丸産技研／（株）
プロジェクトジェイ／日本高周波株式会社／浜田工業（株）／中込運輸（株）／株式会社 ユニテックス／（株）佐道／医療法人社団 桜栄会／
（株）
ジェス／毎日ホームトラスト株式会社 ケアホーム東本郷／（株）
トーユー／（株）新倉商店／日本舗材（株）／ＳＤＳＤの会／ＤＶＫの会／ダンス・サンドリーム／花づくり夢の会／
ＭＢＨＳの会／ふるさとまごころの会／緑スポーツダンス連盟／(有)ゆたか／長崎昭司／長崎知子／織田亜子／高橋元明／石倉まつ子／追川健造／上條八重子／渡辺芳子／
石川美恵子／宮西義信／大野邦子／匿名1件

賛助会員になったきっかけは？

緑区社協に期待することは？

『寄付をしたい！と考えている方はたくさんいるのではないでしょうか。寄
付したお金がどこに届くのか、何に使われているのかが、もっとわかりや
すくなるとよいと思います。
寄付されたお金を活用して、緑区内のさまざまな団体、施設等のそれぞ
れの活動を、地域に根付かせていけるような支援を期待しています。』

