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だれもが身近な地域で安心して暮らし続けられる緑区をめざして
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みんないっしょなら

たのしい！み・ど・り！

障害者週間（12/3〜12/9）に「みんないっしょならもっとたのしい！
み・ど・り!」
キャンペーンを初めて行いました。
みどり障がい児者支援ネットワークは、障がい児者・その家族が、
「地
域や必要な情報から孤立しない」
「緑区に住んで（働いて）いて良かった
と思える」ことを目的に活動しています。障がいのあるなしに関係なく、
誰もが安心して楽しく地域で生活できる、そのことをみんなで考えよう
とこのタイトルをつけました。
「みどり障がい児者支援ネットワーク」構成団体

みどり養護学校、若葉台特別支援学校、みどり地域活動ホームあおぞら、みどり福祉ホーム、放課後等
デイサービスみどりワイワイ広場、NPO法人レクタス、放課後等デイサービス石黒さんち、障がい児支
援グループつなぐの会、NPO法人ぷかぷか、緑区地域子育て支援拠点いっぽ、地域ケアプラザ（東本郷、
鴨居、中山、十日市場、霧が丘、長津田）、放課後等デイサービス cocoon、緑区社会福祉協議会

キャンペーンのイベントマップ

映画「みんなの学校」上映会の様子、感想をご紹介します
１２月９日
（金）
に緑公会堂にて上映会を開催しました。
この映画は大
阪にある学校の実際の話です。
「不登校も特別支援学級もない同じ教
室で一緒に学ぶ ふつうの公立小学校のみんなが笑顔になる挑戦」
が、
さまざまなところで反響をよんでいます。
今回は１日２回上映で、合計５２３名の来場者がありました。
当日は地域のＰＴＡの方々にもご協力いただくなど、
たくさんの方が
関わり上映会を実施することができました。
上映会の開催やお互いのイベントに協力することを通じて様々な
人が出会い、
共に活動に取り組むことで知り合いの輪が広がりました。
この輪が更に広がり次への活動へつながることを期待しています。

子どもたちの率直な心の動き
に、何度も涙しました。周囲の
関われる人すべてが育ち育てら
れる学校が素晴らしく、支援と
は決して一方通行、一方的なも
のではないとあらためて感じま
した。（40代女性）

「み ん な」と は 子 ど も、先 生、
地域、保護者一人ひとりであり、
自分であることを再認識し、と
ても考えさせられました。障が
いのある・なしではなく、人と
どのように関わっていくことが
必要なのか、子ども達にも考え
させたいと思いました。
（40代女性）

この特集記事を読んで障がいのある方との関わ
りに関心のある方はこちらへご連絡ください。
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この助成金は、緑区内もしくは横浜市内で行われる非営利な地域福祉推進事業
や障がい福祉推進事業の支援を目的として実施します。
場 所 ハーモニーみどり2階
平成２９年３月 ９ 日
（木）
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またはハガキで緑区社協あてに団体名、
代表者名、参加する
参加申込
日、連絡先をご記入の上、
３月２日（木）
までにお申し込みください。

問合せ先

みんな違っていいということ、
わかっているようで、わかって
いなかったような気がします。
人はひとりでは生きていけない、
手と手をたずさえることが本当
に大切であると思いました。
（50代女性）

介護の現場で働いています。
「周
りの人が変わって、人を支えて
いく」という考え方はシンプル
であるが、つい忘れてしまいが
ちになるということにあらため
て考えさせられました。
（40代男性）

障がいの有無の前にみんなひと
りの人間だと思って関わってい
く、当たり前のことが広がって
つながっていくといいなと思い
ました。
（60代女性）

● 緑区ボランティアセンター（935-7807）作業所や施設のイベント 青年学級のボランティアなど
● 緑 区 移 動 情 報 セ ン タ ー（931-3280）障がいのある方へのガイドボランティアなど

「緑いきいき助成金」の説明会

日 時

「一人ひとり違う。
」それが当た
り前なことだということ。忘れ
がちだけどそれも大切な事だと
あらためて気づかされた。違う
から避けるのではなく、関わり
方を変えることを考えさせられ
ました。
（30代女性）

善意銀行預託者
平成28年８月1日〜12月31日

酒井 杲胤／横浜市交通局 緑営業所／日本芸能文化協会
緑区民謡愛好会／横浜新緑総合病院／箏友会／緑ベンチャーズ
神奈川大学附属中・高等学校 緑会
京セラコネクタプロダクツ株式会社 従業員一同 （敬称略）
（順不同）

ご寄付をいただき、ありがとうございます

賛助会員ご紹介
（平成28年8月1日〜12月31日までに
ご入会いただいた賛助会員です。）

酒井

杲胤

様 ／ 宮野

昇

様

ありがとうございます

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 1 階 TEL 931-2478 FAX 934-4355
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長津田
地区

社会福祉協議会
地区社協訪問

「地域福祉は地域住民の手で」をモットーに、
行動力とふれあいのある地区社協を目指します。
長津田地区社協では、
自治連合会ならびに関係団体との相互信頼を基調に、連携を密にし、地域住民を
第一に、
福祉活動を進めています。

十景スタンプラリー

地区の歴史的みどころや景勝地を選定した「長津田十
景」
を巡るスタンプラリーを青少年指導員連絡協議会と
スポーツ推進委員連絡協議会の協力のもと実施してい
ます。27年度は42名が参加し、全行程３時間、12,000歩
のスタンプラリーを行いました。

健康教室
自治会や民生委員等の協力のもと、高齢
者が地域で生きがいを感じられるプログ
ラムを実施しています。28年度は、出前寄
席・歌の広場等を企画実施しました。多く
の方に楽しんで参加していただきました。

長津田地区

おいしいコーヒーの
淹れ方講座
これからサロンでボランティアを始
めたい方を対象に長津田地域ケア
プラザとともに実施している講座で
す。
「 一杯のコーヒーが地域をつな
ぐ」をコンセプトに、本格的なコー
ヒーの淹れ方を学びます。現在11
名が参加しており、平成29年3月中
旬に終了します。この講座は、受講
生が地域のサロンで活躍すること
が目標です。

白山地区

認知症をテーマとした講演会等の開催
長津田地区では、認知症になっても安心して地域で
生活するために、
これまで認知症の理解や普及啓発
を目的とした講演会等を開催してきました。平成26
年度は、川崎幸クリニック院長の杉山先生を講師にお
迎えし、認知症を正しく理解し前向きに対応すること
の大切さを学びました（381名参加）。平成27年度
は、映画「毎日がアルツハイマー」上映会とシンポジ
ウムを開催し、地域全体で認知症に関する取組を進

めていくことを再確認しました（252名参加）。平成
28年度は、再び杉山先生をお招きし
「大切な人のた
めに私たちができること」
をテーマに
「予防」
について
学びました。
また、新たに、キャラバンメイトと田奈中
学校生徒会による寸劇を行いました（210名参加）。
今後も、長津田地区では、認知症がある人もそのご
家族も安心して地域で暮らしていけるよう取組んで
いきます。

緑区ボランティアセンター 福祉教育実践レポート 「３つの障がいの理解をすすめる寸劇」
区内の小中学校等へ福祉教育・障がい理解の啓発をすすめる活動をしている「緑ハートバリアフリー実行委員会」
（事
務局 緑区社会福祉協議会）。障がいのある方に街の中で出会った時に、どういう接し方・声のかけ方が大切なのかを
子どもたちと一緒に考えるために、
「３つの障がいの理解をすすめる寸劇」を行っています。
■ 劇を見る
寸劇の舞台は、電車が止まってしまった駅のホー
ム。
「盲導犬を連れた目の不自由な人」
「耳の不自由
なふたりの友人」
「見えない障がいの子とそのお母
さん」がいます。そこに心ない乗客役が登場。目の
不自由な人には
「階段ならそっちにあるよ」
と言い、
突然手を強く引っ張ります。耳の不自由な人には
「電車は止まっているよ！早くいかないと混んじゃう
よ」
と遠くの方から話しかけます。パニックになって
いる子どもをなんとか落ち着かせようとしているお
母さんには「うるさいな、なんとかならないの」
と冷
たい言葉を言い放ちます。

子どもたちも劇に参加
（山下みどり台小4年生）

■ 劇に参加する
今回は山下みどり台小学校４年生と一緒に考え
てみました。
この劇の場面をみて、子どもたちから
は、
「 目の見えない人はいきなり引っ張られたら
びっくりする」
「耳の不自由な人には近くまで行って
肩をやさしくたたくとよい」などの意見が出されま
した。それぞれの障がいについての特性をハートバ
リアフリー実行委員会のメンバーが説明しました。
その後、自分ならどう行動するかを考え、実際に
劇に参加してもらい、子どもたちと話し合う機会を
つくりました。
■ 自ら考える
山下みどり台小学校４年生担任の牟田園先生か
ら次のような感想をいただきました。
「子どもたちが 福祉 という言葉や ハンディ
（障
がい） に対して、特別なことだと感じていたり、見
えない壁をもっている自分を見つめる学習となり
ました。知らなかったことを知ることで、
自分の世界
が広がることを学びました」
自分ならどうするか自ら考えることで接し方を学ぶ
ことができたのではないかと思います。
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福祉教育・出前講座のご相談は緑区社会福祉協議会までお気軽にお問合せ・ご相談ください。
（TEL 931-2478）

寸劇以
外に
アイマ
スク体
験や
盲導犬
の話も
してい
ます。

緑ハートバリアフリー
実行委員会よりメッセージ
委員長 糸井のり子さん
障がいのある方は、少し不便があるだけで、
その不便なことをお手伝いすればできること
はたくさんあります。
わたしたちは、困っている
時の声のかけ方、
お手伝いの方法、障がいの正
しい知識を学ぶことが優しい思いやりにつな
がるということを伝えています。
最近では、障がいのある方にとって便利な機
器もできて助けられるようになりましたが人と
人とのつながり、優しい思いやりが一番大事で
はないでしょうか。
「誤解と偏見（ハートバリア）
を無くす（フリー）」私たちのメッセージが届く
ようにこれからも活動を続けていきたいと思い
ます。

