
横浜市緑区社会福祉協議会
ハーモニーみどり１階

緑区社協までの案内図

ハーモニー
みどり

●NTT
東京電力●

北口 ●東急ストア

←十日市場 JR横浜線 鴨居→

駅ビル
　　●

中山駅

【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

【団体】　28団体 ※敬称略
株式会社丸進不動産、大林寺、中込運輸株式会社、
株式会社プロジェクトジェイ、大蔵寺、株式会社ジェス、

株式会社ハーツエイコー、医療法人社団元気会横浜病院、アバロン・ヒルサイドファーム株式会社、
日本高周波株式会社、グループホームまっとう、土志田建設株式会社、土志田建設株式会社建友会、
東観寺、共進精機株式会社、医療法人社団桜栄会、社会福祉法人キャマラード、極楽寺、弘聖寺、
株式会社テイクフォー、株式会社トーユー、アジア物性材料株式会社、北海電線販売株式会社、
株式会社三光電気、株式会社佐道、林運輸株式会社、株式会社エヌ・ケイ・エス、
株式会社安原電機製作所

【個人】　10名
コアラ緑介護タクシー北上勇、渡辺浩、渡辺芳子、田中晃、土志田領司、武山守幸、西村明、
坂部礼子、匿名（２名）

好きなこと・得意なことを活かしたお手伝いで、ボランティアできます。

料理　書道　絵画　マジック　折り紙　囲碁　将棋　楽器演奏　フラダンス　チアダンス　などなど…

A.｠会食会やデイサービスなどのレクリエーションに出演
してみませんか。発表の場もかねて
踊りの醍醐味を伝えてください。

A.｠高齢者施設などでお相手を待っている方がた
くさんいます。

A.｠クリスマス会や敬老の日等のイベン
トで披露するのはいかがで
しょうか。近い距離で喜ぶ顔が見られます。

A.｠コツがわかっている方のサポートはとてもありが
たいです。講師のお手伝いとい
うボランティアもあります。

緑区社協ボランティアセンターだより

ありがとう
　ございます

●平成22年度の賛助会員をご紹介します
（22 年９月１日から 23 年１月 31 日までにご入会
いただいた賛助会員です）

あなたの 趣味･特技 を活かしませんか？

その他、病院への送迎や付添い、養護学校や作業所に通う付添い、障がい児の遊び相手・見守り、
幼児の遊び相手、お年寄りの話し相手　など

「ボランティア相談コーナー」へ

Q.

Q.

Q.

Q.

仲間と一緒に習っているダンスで
ボランティアできますか？

囲碁や将棋なら、相手を問わず
活動できます。

ボランティアを“やってみたい方”と
“頼みたい方”の橋渡しをしています TEL：935-7807 受付時間  月～土9:00～17:00

FAX：934-4355 ※登録はご来所いただきます

いくつか手品ができます。

書道を習っていました。でも講師とい
うほどの腕前ではありませんが？

問合せ
登録

〈表記の写真〉共同募金や寄付金をもとに活動している高齢者お食事会、障がい当事者活動、配食サービス、地区ボランティアセンター、手話講座等の風景です。

年末
たすけあい
募金

年末
たすけあい
募金

善 意
銀 行
善 意
銀 行

赤い羽根
募金

赤い羽根
募金

ありがとう！
あなたの気持ちが届いています。

詳しいしくみは

次頁で

ご紹介します！

社協だより
第23号
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「平成23年度　緑いきいき助成金」が
いよいよスタートします！
　この助成金は、より豊かな市民社会の
実現のために、市民の自発性のもと、緑
区内もしくは横浜市内で行われる非営利
の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います。
　平成 22年度は、高齢者食事会のボランティアグループやリハビリ教室
など、96団体に助成しました。

緑いきいき助成金

受付期間
4/6（水）～4/27（水）

緑区連承認第16号

募
金

寄
付



緑区社会福祉協議会
TEL 931-2478まで
お問い合わせください。

★活動の概要
は？

北八朔上自治
会エリアにお

住まいの 65
歳以上の自治

会会員の方々
と、一人暮ら

しのお年寄り
の方を対象

にボランティ
ア手づくりの

カレー昼食会
を開催して

います。ＤＶ
Ｄを使っての

落語鑑賞会等
もお楽しみ

の１つ。２月
には地域の方

々の見事な踊
りが披露さ

れました。 
（参加費１回

100 円）

★活動の概要
は？

三保地区にお
住まいで、介

護保険サービ
スを受けて

いない 65 歳
以上の方々を

中心に、「今ま
で通り元気

に健康に暮ら
していくため

の方法や知識
」を楽しく

学び、有意義
なひと時を過

ごすために交
流の場が作

られました。
 

（参加費１回
100 円）

年末たすけあい募金とは共同募金運動のひとつです。誰もが新しい年
を明るく迎えることができますようにとの願いを基盤とした募金です。
※緑区内の要援護者への支援や各種福祉団体への援助、防災支援活
動を含めた地域福祉活動の活性化などに活用されています。

あつめる仕組み 活用する仕組み（活用例）
善意銀行とは
皆様の善意に基づくお金を、ご持
参あるいは、銀行振り込みでご寄
付としてお預かりしています。

▼
区民により構成されるボランティ
アセンター運営委員会を通して、
身近な地域で活躍されているお食
事会やリハビリ教室等のボラン
ティアグループ、障がい児者当事
者団体等に配分されています。

★活動の概要
は？

緑区在住・在
学の知的障が

いのあるお子

さんを対象に
、ＮＰＯの協

力をいただき

ながら通学・
外出を支援す

るための車に

よる送迎サー
ビスを行って

います。

（利用料につ
いてはお問い

合わせくださ
い。）

★取組みの特徴は？
ふれあい昼食会に参加することで、参加した皆さまの健康増
進とご近所同士のふれあいが図られています。さらには災
害時等における炊き出しの給食訓練も合わせて行われていま
す。エリア内のグループホームの方もお招きしています。

★取組みの特徴は？
雪交じりの寒い日にもかかわらず、「山坂を超えて歩いてき
ました」、「バスを２つ乗り継いで来ました」という方々が講
師のお話に熱心に耳を傾けておられました。
このように、参加する方々が悪天候でもぜひ行きたい、と楽
しみにされていることが活動の特徴かもしれませんね。

★取組みの特徴は？
介助者の付き添いがあるので、学校や施設などへの送迎に追われているご家族の方のサポートや、
ご本人の生活エリアを広げていただくことができます。

★活用の仕組みは？
「ふれあい昼食会」の立ち上げには
「いきいき助成金」が活用されてい
ます。「食器棚やカレー皿を購入す
る際の資金に助成金を使わせていた
だき大変助かりました」とのお話を
いただきました。

★活用の仕組みは？
「三保ミニデイ」の活動には「三保地
区社会福祉協議会」を通して「いきい
き助成金」や「年末たすけあい募金」
等が折り紙などの材料費やクリスマス
会の費用などに活用されています。

★活用の仕組みは？
知的障がい児送迎サービスには
善意銀行の寄付金が活用されています。

賛助会員とは
緑区社協の事業推進に対して、
賛助会費による財政的支援を
してくださる法人、団体、個
人の会員のことです。年度ご
とに事業所等へ直接、賛助会
員となっていただけますよう
お願いしています。

赤い羽根共同募金運動とは
10 月１日になると自治会
を通じて各家庭や駅前・
商店街などで募金をお願
いしています。集まった
募金は地域福祉を推進す
るために、「緑いきいき助
成金」などを通じて各種
の福祉活動やサービスに
活用されています。

こんな時、寄付を
考えてみませんか？
お祭りで収益が上がった。
謝恩会の会費が残った。
チャリティーで募金が集まった。
 等々

こんな
特典があります。
緑区の福祉やボランティア活
動に関する情報が入手できま
す。社会貢献活動をされてい
る事業所ということでＰＲに
ご活用いただけます。

どうして「赤い羽根」なの？
赤い羽根は、昔から勇気や善行のしる
しとして使われてきました。イギリス
のロビンフッドや、アメリカの先住民
族も赤い羽根をつけていました。そう
した赤い羽根が共同募金のシンボルと
して使用されるようになりました。

22年度から年末たすけあい配分が変わりました。
これまで要援護者へ現金による給付を行ってきましたが、本年度か
ら廃止となり地域における防災支援活動など、生活に密着した活動
支援に転換されました。

北八朔上自治会ふれあい昼食会

三保地区「三保ミニデイ」

緑区社協 知的障がい児送迎サービス事業

その❶

その❷

その❸

２月のカレー昼食会で
お話を伺いました。

２月の三保ミニデイに
伺いました。

送迎サービスコーディネーターに話を聞きました。

詳しく
は

地域の
たすけあいの和

募金
・寄付がつなぐ


