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TEL 931-2478 FAX 934-4355
令和元年 9 月発行

http://www.midori-shakyo.jp

※平成30年10月22日より住居表示が
緑区中山2丁目1−1に変更になりました。

この広報紙の発行の一部は赤い羽根共同募金を活用しています。

「お散歩カフェ」の取組み
〜縁側のような 気軽な場 を利用して
顔を合わせることから始める近所づきあい〜
昔と今では「同じ地域で暮らしている」
という人々の意識に違いがあるといえま
す。他人への関心が薄れ、近所付き合いが少なくなった現代では、昔の縁側のよ
うな地域住民同士をつなぐ場所として、
また他人と気軽にコミュニケーションを
とる場として、互いに顔を合わせる機会を意識して持つことが近所づきあいの
始まりになります。

緑区社協では地域でコミュニティーづくりを始める取組みを応援しています
そっとベンチやパラソルを置いてみて、そこにまち
を行き交う誰かが座ってくれて、気軽に集える場が
できて、さらに会話が生まれれば、ちょっと嬉しい
気持ちになりませんか。

お 散 歩 カ フ ェ の 効 用
①憩いの場として

靴を脱ぐ必要なく気軽に立ち寄れる場

②見守りの場として

お 散 歩 カ フ ェ は
カフェ開催の おもてなしの日 にのぼりを設置し
て、世話人の方が見守りながら、休憩したり、おしゃ
べりをしたり、飲み物などを持ち寄ったりして 自由
に過ごす、集いと交流の場です。

高齢者の居場所やこどもを見守りながら
おしゃべりを楽しむ休憩スペース

③井戸端会議の場として

人が集まってきたり、
知り合いの輪が広がったり、
情報のやり取りがあったりする場

「お散歩カフェ」の場所の提供や場所の活用にご協力いただける方、
集いの場づくり
を検討している方はお気軽にお問い合わせください。 ※情報も募集しています。
例）①自宅の庭先・軒先・ガレージを貸してくださる方
②敷地の隅や一角を貸してくださる施設の方
③店先の一角や一部を貸してくださる企業や事業所、
商店などの方 など

「専用のぼり」

「お散歩カフェ」の 横浜市緑区社会福祉協議会 担当 生活支援コーディネーター
お問い合わせ 緑区中山２−１−１ ハーモニーみどり１階 TEL 045-931-2478 FAX 045-934-4355

賛 助 会 員ご 紹 介
地域福祉活動を応援してくださる企業・団体の証として「賛助会
員之証」
を作りました。
楯とシールの2種類をご用意しております。
本会の事業を資金面で支えてくださる賛助会員としてご協力い
ただけましたら大変うれしく思います。
（福）
横浜市緑区社会福祉協議会 会長 井上敏正
■年度（1年ごと）
のご加入となっております。
井上会長

■法人・団体1口5,000円／個人1口1,000円

（平成31年1月1日〜令和元年7月31日までにご入会いただいた賛助会員です）

INS 株式会社／アジア物性材料 株式会社／アバロン・ヒルサイドファーム 株式会社
医療法人社団 一色こどもクリニック／有限会社 岩川園／株式会社 植照／株式会社 エヌ・ケイ・エス
おくだ動物病院／有限会社 カワハラプリント／株式会社 共栄テック／有限会社ケアサポート絵日記
宗教法人極楽寺 酒井 杲胤／株式会社 佐道／医療法人心叡会 さいとうクリニック／有限会社 三枝商事
高橋 昌三郎／宗教法人 大藏寺／NPO法人ながつたパオパオハウス／株式会社 ハマデン
グループホーム 花物語 なかやま／林運輸株式会社／株式会社 フューチャーワン／高野山真言宗 萬藏寺
有限会社 真全／株式会社 丸産技研／みどりクリニック／株式会社 門前住設
医療法人社団元気会 横浜病院／横浜新緑総合病院／株式会社 ワイエムジーソフト
株式会社 武藤電機／大地 哲郎／匿名2名
（敬称略）
（順不同）

10月1日より赤い羽根共同募金がはじまります！
皆さまのあたたかいご支援よろしくお願いします
共同募金で集められた募金は地域の福祉活動に役立てられます

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。
日
時 令和元年11月9日
（土）
・10日
（日）
・16日
（土）全3日間
土曜 9時15分〜17時15分
日曜 9時15分〜16時45分
会
場 ハーモニーみどり２階 多目的研修室
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 先着３０名
申込期間 9月11日(水)より
申込方法 電話・事務局窓口でお申込みください。 昨年度の講習会の様子

緑区連承認第８号

令和元年度「緑区ふれあい助成金・緑いきいき助成金」について、以下のとおり、助成団体が決定いたしました

令和元年度 緑区ふれあい助成金・緑いきいき助成金 助成決定団体一覧
活動内容

【緑区ふれあい助成金】

ワーカーズコレクティブ らら・むーぶ緑

送迎活動

43 みどザイル

障害児者支援・障害当事者活動

2

東本郷ささえ愛の会

送迎活動

44 森の台鼓

障害児者支援・障害当事者活動

3

東本郷地区社協配食サービス

配食活動

45 つなぐの会

障害児者支援・障害当事者活動

4

竹山地区社会福祉協議会

配食活動

46 クインテット

障害児者支援・障害当事者活動

5

東本郷配食ボランティア

配食活動

47 ハーモナイズ中山

障害児者支援・障害当事者活動

6

白山地区配食サービス わかば会

配食活動

48 霧が丘ひまわり教室

障害児者支援・障害当事者活動

7

霧が丘地区社会福祉協議会

配食活動

49 NPO法人のぞみ会 神奈川支部 横浜Ａグループ

障害児者支援・障害当事者活動

8

東本郷ボランティアセンター

家事・生活支援活動

50 東本郷地区リハビリ教室なすびの花の会

障害児者支援・障害当事者活動

9

ワーカーズコレクティブ ひまわり

家事・生活支援活動

51 緑区中途障がい者連絡協議会

障害児者支援・障害当事者活動

52 さんりんしゃ

宿泊・日帰りハイク

53 ペガサスの会

宿泊・日帰りハイク

54 みらくるの会

宿泊・日帰りハイク

55 さくらの会

宿泊・日帰りハイク

56 すみれの会

宿泊・日帰りハイク

団 体 名

活動内容

集いの場活動

12 なかよし昼食会

集いの場活動

13 いきいきサロン鴨居

集いの場活動

14 陽だまりの会

集いの場活動

15 いちょうの会

集いの場活動

57 虹の会

宿泊・日帰りハイク

16 るるる・いきいきサロン

集いの場活動

58 竹の子会

宿泊・日帰りハイク

17 東本郷地区社協ミニデイサービスすみれ会

集いの場活動

59 音声訳・録音グループ「みどり」 視覚障害者・聴覚障害者支援

18 北八朔上自治会ふれあい昼食会

集いの場活動

60 みどり手話の会

視覚障害者・聴覚障害者支援

19 ボランティアばら

集いの場活動

61 手話サークルやよい

視覚障害者・聴覚障害者支援

20 ＮＰＯ法人ワーカーズ・コレクティブくまさん

集いの場活動

62 手話サークル「昴」

視覚障害者・聴覚障害者支援

21 十日市場老人昼食会

集いの場活動

22 福祉カフェ るるるオアシス

集いの場活動

23 お楽しみ昼食会

集いの場活動

障害児者支援区分 総団体数：20

¥1,040,000

【緑区ふれあい助成金】

24 山下地区社会福祉協議会（健康教室） 集いの場活動

No.

団 体 名

活動内容

集いの場活動

63 みんなの菜園

地域住民交流

26 家事介護ワーカーズコレクティブ エプロンみどり

集いの場活動

64 三保おやじ団

地域住民交流

27 緑子育て支援ワーカーズコレクティブほっぺ

集いの場活動

65 琴さくらの会

施設・病院支援ボランティア

28 キッズオアシスひがぽん２

集いの場活動

66 認定ＮＰＯ法人 矢車草の会 横浜緑支部

車いすダンス

29 竹山寿会

集いの場活動

67 手作りを楽しむ会

地域住民交流会（お菓子作り）

30 白山緑お茶のみサロン

集いの場活動

68 おはなしのつばさ

読み聞かせ

31 霧が丘子育てサロン

集いの場活動

69 ゲンキクラブ

子育て支援事業

32 あそびのひろば運営委員会

集いの場活動

70 グループアクティブ

施設・病院支援ボランティア

33 台村・森の台ふれあいサロン

集いの場活動

71 三保念珠坂公園あそび場管理運営委員会

プレイパーク

34 お茶べりサロン☆山下

集いの場活動

72 白山緑送迎ボランティアの会

送迎活動

35 三菱さくら食事会

集いの場活動

73 ほのぼの広場

地域住民サロン

36 東本郷ボランティア

集いの場活動

74 ワクワクパラダイス

親子リトミック

37 霧が丘会食会

集いの場活動

75 ＮＰＯ法人カプカプ カプカプ竹山

地域住民交流

38 日鋼御食事会

集いの場活動

76 新治中部地区社会福祉協議会

地域住民交流

39 鴨居会館食事会

集いの場活動

77 山下ふれあい祭り実行委員会

地域住民交流

40 新治中部地区社会福祉協議会

集いの場活動

78 鴨居駅周辺まちづくり研究会

福祉に関する啓発・勉強会・公開講座

41 鴨居ケアプラ食事会

集いの場活動

79 白山地区社会福祉協議会

白山まつりでのスタンプラリー

42 中山食事会

集いの場活動

80 いちえ会

高齢者食事会

要援護者支援区分 総団体数：42

¥4,548,000

福 祉 の ま ち づ く り 区 分

25 三保地区社会福祉協議会三保ミニディ

福祉のまちづくり区分 総団体数：18

善意銀行預託者
ご寄付をいただき、ありがとうございました。
平成31年1月1日〜令和元年7月31日

日本舗材株式会社／後藤 勇／蕎麦打ち塾 雲水
長津田地域ケアプラザ 配食グループたんぽぽ
緑区民謡愛好会／なかの 美智江
株式会社トリリオン エニタイムフィットネス鴨居店
みんれん全日本民謡民舞歌謡連盟／株式会社 清光社
横浜LIXIL製作所／匿名4件
（敬称略）
（順不同）

善意銀行

横浜銀行中山支店 （普）
１０８３１１３
（福）
横浜市緑区社会福祉協議会

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。

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。

問合せ先

活動内容

81 ｐｕｓｈ
（押し花）
クラブ

施設等を訪問する特技ボランティア

82 ビタミン姉妹

施設等を訪問する特技ボランティア

83 みどり９７会

高齢者の健康増進事業
¥30,000
¥6,241,600

【緑いきいき助成金】
No.

団 体 名

活動内容

84 緑区子ども会連絡協議会

バスハイク

85 緑区民生委員児童委員協議会

研修

86 緑区老人クラブ連合会

区老連まつり

区域団体助成区分 総団体数：3

¥520,000

【緑いきいき助成金】

地 区 域 団 体 助 成 区 分

11 ふれあいサロン長津田みなみ台

団 体 名

緑区ふれあい助成金 総団体数：83

申請区分

集いの場活動

申請区分

要 援 護 者 支 援 区 分

10 てらこや

No.

健康増進区分 総団体数：3

区域団体助成区分

1

No.

申請区分

団 体 名

障 害 児 者 支 援 区 分

No.

申 請 区 分 健康増進区分

【緑区ふれあい助成金】
申請区分

申請区分

【緑区ふれあい助成金】

No.

団 体 名

活動内容

87 山下地区社会福祉協議会

お楽しみ昼食会

88 十日市場団地地区社会福祉協議会

配食サービス

89 新治中部地区社会福祉協議会

新治中部地区ふれあいフェスティバル

90 鴨居地区社会福祉協議会

鴨居福祉まつり

91 東本郷地区社会福祉協議会

広報事業（ホームページ、広報紙など）

92 三保地区社会福祉協議会

子どもフェスタ・ふれあい給食会・広報紙

93 霧が丘地区社会福祉協議会

敬老事業（お祝品と小中高生の手紙など）

94 白山地区社会福祉協議会

地域住民向け健康講座

95 竹山地区社会福祉協議会

福祉まつり

96 新治西部地区社会福祉協議会 「新治市民の森」ふれあい・芸術理解
地区域団体助成区分 総団体数：10
緑いきいき助成金 総団体数：13

¥840,000
¥1,360,000

緑区ふれあい助成金・緑いきいき助成金 総団体数：96
緑区ふれあい助成金・緑いきいき助成金

¥623,600

¥7,601,600

【お知らせ】
社協だよりみどり音声訳版の貸出をしております。
ご希望の方は区社協まで！

緑区ボランティアセンターからのお知らせ

ボランティア講座＆交流会

ボランティアに興味はあるけれど始めるきっかけが分からない
方や、登録したけれど活動の機会を逃してしまった方に向けて、
その きっかけ作り となるような講座を企画しています。
毎回テーマを変えて行います。ぜひ、ご参加下さい！
日
時 ①9月25日（水）14：00〜16：00
②11月13日（水）14：00〜16：00
③2月5日（水）14：00〜16：00
場
所 ハーモニーみどり2階 （多目的研修室）
参 加 費 無料
対 象 者 緑区在勤・在住の方
定
員 先着30名
内
容 初回は、
「認知症すごろくゲーム」
二回目以降は、後日お知らせ。
申込方法 電話、FAX、または直接来所。
（ボラセン直通TEL）045-935-7807

【最寄り駅】
JR横浜線「中山駅」北口
または
横浜市営地下鉄グリーンライン「中山駅」出入り口①
下車徒歩約７分

社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会 〒226-0019 緑区中山 2-1-1 ハーモニーみどり内 TEL 931-2478 FAX 934-4355

