港北区社会福祉協議会

夏休み ボランティア体験

参加者募集中！

港北区社協では、毎年夏休みに、ボランティア体験プロ
グラムを行っています。昨年は延べ１９３人もの学生さ
んが参加しました。夏休みは何をしようかな？と思って
いる君！まだ間に合います！レッツボランティア！

ボラリーグこうほく

まで

新吉田版ボランティア体験
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おでかけGO ！ 港北
〜 障がい児者のための
おでかけ相談室 〜

区内１３地区社会福祉協議会で展開されている区社協賛助会員運動。地域の皆さまからいただきました賛助会費は
地区の状況に応じて、様々な福祉活動に活用させていただいています。今回は５地区の活動の一部をご紹介します。
※運動開始時期は地区により異なります。

樽地区

オリエンテーションの様子

応募締切

新田中の生徒さん対象に保育園や高齢、障がい施設でのボランティア体験を、新
吉田小、新吉田第二小、新田小の生徒さん対象に視覚障がい体験（車椅子で買い
物をし、
アイマスクをつけてホットケーキを焼く）、
手話体験など盛りだくさんの
内容で実施します。

福祉のまちづくりへ、
〜
区社協賛助会員募集中！
！ 〜 財政的支援をお願いします

大曽根地区

7/ 5

港北区にある保育園や子育てサロン、地域ケアプラザで、お子さんや高齢者
の方のお手伝い、お話し相手をしてもらうプログラムです。お友だちとの参加
もOK！NPO法人びーのびーのと区役所との協働事業です。

臨時号

【第63号】
共同募金
配分事業

応募締切

昨年度から本格的に始まりました相談室

高田地区

事業。これまでに１３５件のご相談を頂い
ています。

港北区社協では相
談を受けるだけで
わかば会
（配食活動）

大曽根福祉まつり

よってこ会
（ボランティア活動）

パワーアップにっぱ
（介護予防体操）

は なく、障 が い に

高田っ子育て
（子育てサロン）

関する講習会や、樽地区での講習会の様子

障がい児者の移動に関する制度の説明な

ども、地域に出向いて行いました。ご要望

の際はご連絡下さい！移動に関するご相
談も引き続き受付中です。
大曽根やすらぎ昼食会

たるとも
（障がい児支援）

グループひまわり
（会食会）

災害ボランティア

コーディネーターの い ろは

災害ボランティア
〜コーディネーター養成講座
〜

サマーフェスティバル

開催日：2012年7月28日（
土）
時 間：10：00〜12：00
会 場：港北区福祉保健活動拠点3階
講 師：山添 訓 氏（横浜北YMCA ）
参加費：無料

1

地域福祉保健計画（ひっとプラン港北）
推進の支援をしました！

2

地域の福祉活動や地区社協の
行う事業を支援しました！

3

障がい児者のお出かけに関する
相談窓口が本格実施されました！

相談を受けるだけでなく、課題解決に向け、事業者やボラン
ティアとの連絡会、障がい理解の出張講座も開催しました。

4

ボランティアセンターの
機能充実に勤めました！

5

港北みんなの助成金の
見直しを行いました！

検討会議を開催し、助成区分や助成限度額の見直しを行いま
した。

主催：港北区災害ボランティア連絡会

ボランティア募集中
学童保育のお手伝い

場

所

実費弁償

月〜金 15:00〜17:00
週1日、夏休みのみの活動でも可
大学生歓迎
太尾学童保育クラブ

(大倉山駅より徒歩10分)

有り（交通費）

問 合 せ 社会福祉
申込み先 法
人

食事づくり

活動内容

高齢者向け配食サービスの
食事づくり（
。３０〜３５食）

活動日時

月2,3回程度

場

収入科目
会費収入
寄付金収入
分担金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
共同募金配分金収入
負担金収入
雑収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
収入計

金

額

22,873,788
33,637,656
1,100,000
14,396,000
31,505,158
1,125,235
35,687,227
502,339
40,408
2,047,752
21,854,800
164,770,363

支出科目
人件費支出
事務費支出
事業費支出
助成金支出
負担金支出
経理区分間繰入金支出
積立預金積立支出
次年度繰越金
支出計

額

詳しくは区社協ホームページ
でも見られます！

所

実費弁償

8:30〜12:00

新吉田地域ケアプラザ

（綱島駅からバス１５分）
車要相談

有り（1,000円・交通費含）

ボランティア活動者募集

ボランティア依頼募集

あなたの趣味、特技をボランティアに
活かしてみませんか！
茶道や華道、書道などを指導できる
方、ご登録お待ちしています。
また、高齢者施設等で活動を披露して
いただける団体・個人も募集中です！

港北区ボランティアセンターでは、
ボランティアの依頼も募集していま
す。買い物に不自由されている方、通
院の際に付き添いが必要な方、話し
相手がほしい方、施設や団体でのイ
ベントのお手伝い、などなど、ボラン
ティアさんにお願いしたいことがあ
る方はぜひご相談ください。

フラダンス、尺八、

活動例 ハーモニカ、コーラス、手品、

〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町13-1 吉田ビル206

☎045（547）2324 1 045（531）9561

。

専用電話：547-2238

沖縄舞踊など

横浜市港北区社会福祉協議会 ／港北区ボランティアセンター

info@kouhoku-shakyo.jp

金

20,472,310
4,636,823
20,474,485
60,684,352
154,000
21,854,800
32,200,952
4,292,641
164,770,363

3月11日の大震災から1年余りが経とうとしています。
これまでに寄せられた義援金は 総額69,522,705円
そのうち51,576,594円を共同募金会へ、
17,946,111円を日本赤十字社へ送金させていただきました。
今後も義援金の募集は継続してまいりますので、皆さまの温かなご支援をお願いいたします。

東日本大震災義援金

活動日時

〜平成23年度事業報告・決算報告〜

地域ケアプラザと協働して、地域の福祉活動や課題解決に向
けた話し合いを行いました。

地区ボランティアセンター「やすらぎの家」でボランティア向け研修や体験
学習、広報活動を行い、複数の地区でボランティア育成講座を開催しました。

※申込不要ですので、当日直接会場までお越し下さい。

学童保育に来る児童(小1〜小6) と
一緒に近くの公園でサッカー等の
あそび相手をする。

港北区社会福祉協議会

事業報告（重点事業のみ抜粋）

地区別計画の広報活動や担い手発掘のためのボランティア講
座を実施しました。

昨年の東日本大震災を始め、近年多くの自然
災害が起こり、多くのボランティアが被災地
に寄り添う働きをしてきました。そのなかで、
「災害ボランティアコーディネーター」という
言葉を目にした方も多くいらっしゃると思い
ま す 。災 害 時 に お け る コ ー デ ィ ネ ー タ ー と
は？を皆様と一緒に学習したいと思います。

活動内容

専用電話：045-543-1947

ふらっと高田
（みんなの居場所）

月曜から土曜・午前8時45分〜午後5時15分

http://www.kouhoku-shakyo.jp/

大倉山駅
東
急
線

至菊名

浜

至新横

至綱島

川崎信金●

港北区福祉保健活動拠点

港北区社協

綱
吉田ビル2・3階
島
●港北公会堂
街
道
●港北区役所

●ＡＯＫＩ
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何でも気軽に
ご相談下さい

あなた のまちの 地区社協
ち

く

しゃ

きょう

皆さんが住んでいる地域には地区連合町内会と同じ
エリアで「地区社会福祉協議会（地区社協）」が組織
されています。地区社協は、地区の範囲で、高齢者
支援、子育て支援、障がい者支援、地域交流など様々
な活動を行っています。
それぞれの地区社協の取り組みをぜひご覧ください！
東横線

地下鉄グリーンライン

高田

日吉

新吉田

地下鉄
ブルーライン

綱島

大曽根 樽
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師岡

JR

菊名

城郷

篠原
…港北区社会福祉協議会
…港北区役所
…地域ケアプラザ

日吉地区

〜光と活力に満ちあふれるまち〜

【光と活力〜福祉実践活動発表会〜】

毎年恒例となった日吉の取組で、昨年度は2月5
日に開催されました。今年度は日吉の５地区で
展開されている福祉保健計画の具体的事業に
ついて発表が行われました。

綱島地区

〜元気でやさしい福祉のまちづくり〜

【敬老祝賀会】

式典とお楽しみ会の2 部構成で、90歳、100歳
の方に長寿表彰を行っています。また招待状に
同封して『災害時要援護者支援事業』
（災害時安
否確認）の参加の呼びかけも実施しました。

大曽根地区

太尾地区

〜「あいの町

〜みんなが安心して暮らせるまち〜

【大曽根やすらぎ昼食会】

「ふれあい、支えあい、助けあい」で明るい町づく
りを目指していますが、今年度はさらに地域で
の見守り活動を強化し社会問題化している本
テーマに関して推進します。

菊名地区

〜だれにでも思いやる心と笑顔の町づく〜

【高齢者福祉１１０番】

みんなで支えあう町づくりを目指し、地域の高
齢者が安心感と連帯感を共有できる高齢者福
祉１１０番のステッカーを地域内賛同者宅に設
置を進めています。

篠原地区

〜安心して暮らせる「わがまち篠原」〜

【ひとりぐらし昼食会】

65歳以上の一人暮らし高齢者を対象に、毎年
10月篠原地区会館、仲手原自治会館、篠原西部
自治会館といった会場で昼食会を行っています。

城郷地区

〜たすけあうまち城郷〜

【いろいろな人が交流できる場所づくり】
手芸や落語など多彩なプログラムが楽しい、高齢者サロン「城
郷よってこ会」や発達障害の子ども達が遊ぶ「しろさと地区放課
後プラザ」を開いています。参加者とボランティアが一緒に楽し
める場が地域で増えてきたことが、大きな成果です。

新羽地区

〜「和・輪・話」のまち

第1回新羽町合同敬老の集いを新羽小学校体育館にて開催しまし
た。小・中学生の踊りや演奏、地域の方による童謡・民謡の披露、歌
手をお招きするなど盛大なものとなりました。また、送迎バスを用
意し、多くの方にご利用いただきました。２４年度も開催予定です。

新吉田地区

〜安心して暮らせる温かい町づくり〜

【
ボランティア活動（夏休み福祉体験講座）】

手話体験やアイマスクでのホットケーキつくり、
福祉施設でのボランティア体験等、新吉田地域
の小学生・中学生を対象に夏休み福祉体験講座
を行っています。

樽地区

新吉田あすなろ地区

〜声かけと明るいあいさつのまち樽町〜

【障がい児支援（たるとも）】

放課後にケアプラザに集まって、樽町在住の個
別支援学級に通う児童を対象に、楽しいレクリ
エーションや創作活動を行っています。

【防災訓練】

〜安全・安心で住みよい町〜

災害に備え、今までの防災訓練に加えて地域の
枠を越えた商業施設トレッサとも共同した防災
訓練を実施しています。

にっぱ〜

【新羽町合同敬老の集い】

６５歳以上で一人暮らしの方のための月１回の昼食会で
す。担い手は約３０名のボランティアが３つの班に分か
れ、旬の食材を取り入れるなど、工夫することが誇りで
す。会員さんの元気をいただき楽しく会食しています。

師岡地区

太尾」〜

【孤独死・孤立死問題への取組み】

あすなろ

新羽

地区社協の活動はリーフレットで詳しく説明しています。もっと知りたい！
という方は、港北区社協ホームページの地区社協のページからダウンロード
できます。また、区社協でも配布もしています。

〜声かけと顔のみえる関係づくりのまち〜

【あすなろさがしてネット】

新吉田あすなろ地区内の22か所の連絡拠点に協力をいた
だき、徘徊している高齢者や障がい者の早期発見と保護を
目的に、活動に取り組んでいます。情報のメール配信も始
まりましたので、右のQRコードで配信登録ができます！

高田地区

【広報】

〜ぬくもりと 笑顔でつむぐ ふくしの高田〜

高田地区社協の活動を皆さんにお伝えするた
め、ホームページの運営、広報誌「翔」
・
「ふらっと
高田たより」の発行を行っています。
「翔」は全戸
に配布しています。

