社協だより

区社協会員からのおしらせ
港南区視覚障害者福祉協会より

港南区内で活動する
障害児者団体と地域と

だれでも参加できます。

月に 1 回程度の情報交換会、音楽や映画鑑賞、果物狩り、カラオケ、

◎日時：１０月１９日（日）
9：30 〜 14：00
◎場所：港南中学校グラウンド
（市営地下鉄港南中央駅下車すぐ）
◎申込：不要（直接会場へお越しください）
◎問合先：港南区社会福祉協議会（下記参照）

害者福祉協会」からお役立ち情報も随時入ります。また本会は誘導
ボランティア「かたつむり会」と「港南音訳ボランティアいとでんわ」
に強力なサポートをいただいています。
◎電話 080-5400-0570

杖のコツコツ感がありません。

高機能杖先ゴム

ラクーン
お問合せ

0120−062−846
株式会社

内部構造 ▶

港南区社会福祉協議会 団体会員募集！

会員特典

オムニクス

〒234-0056 横浜市港南区野庭町 332−4−101

クイズ＆アンケート大募集！

共同募金運動って？

港南区社会福祉協議会は、港南区で福祉活動を行っている施設
や団体や福祉施設に、会員としてご加入いただき、地区社会福祉
協議会等の活動支援やボランティアの育成、高齢者や障害児・者
への支援、福祉啓発などさまざまな事業を行っています。
他の団体と情報交換やネットワークづくり、福祉のまちづくり
に参加しませんか？
入会希望の方は、申込用紙をお送りいたします。

面で着地する為、ゴムの片減りを軽減します。

助成金の中に、会員優遇枠があります
分科会に参加し、情報交換ができます
区社協広報誌やホームページに優先的に記事・情報掲載ができます
会員表彰の推薦を行うことができます

抽選で５名様に
粗品をプレゼント！

社会福祉法人

Q 港南区にある地域訓練会の数は？

港南区港南 4−2−8 3 階（そよかぜの家 3 階）

港南区社会福祉協議会広報委員
早坂由美子

山田眞喜子
笠原加代子

港南区
総合庁舎

港南
警察署

鎌倉街道

港南区社協
（そよかぜの家 ３階）

清水喜代美
平野静代

塩澤うめの
加藤正一

港南中央

横浜少年鑑別所

E-mail：toiawase@kounan-shakyo.jp

伸

港南警察署前

市営地下鉄 港南中央

FAX ： 045-846-4117

URL ： http://www.kounan-shakyo.jp/

小林

港南区総合庁舎前

港南ふれあい公園

（港南区ボランティアセンター）

赤い羽根共同募金は、昭和 22 年 (1947 年 ) に、市民が
主体の民間運動としてスタート。当初は戦後復興の一助
として、被災した福祉施設を中心に資金支援の機能を果
たしてきました。その後、社会福祉法に基づき、地域福
祉の推進のために活用されてきました。67 年の時を経て
社会が変化する中、さまざまな地域福祉の課題解決に取
り組む民間団体を支援する仕組みとして、市民のやさし
さや思いやりを届ける運動として、自分のまちの福祉活
動をさらに推進していく「たすけあい」の運動となってい
ます。

募金って何に使われるの？
港南区で集められた募金は、港南区内または神奈川県
内の児童や高齢者、障害者関係施設、配食サービスや
子育てをサポートする団体など、様々な地域福祉活動を
推進する為の資金として活用されます。

港南区の募金実績の推移
（千円）

25,597,200 円
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この募金は自治会･町内会による「戸別募金」、街頭で
呼びかける「街頭募金」、法人･企業による「法人募金」、
学校で行う「学校募金」などが含まれています。
多くの方々の温かいご支援をいただいている共同募金
ですが、募金額は年々減少傾向にあり、これは神奈川県
全域に見られています。

4 月中旬〜6 月末
民間福祉団体からの配分申請を受け付けます

港南区では皆さまからの募金は
次のように活用されています

10 月 1 日〜12 月末
募金期間中、各方面へ使途計画を公表して募金運動
を行います

笹下港南中央通

港南中学校

横浜市港南区社会福祉協議会

TEL ： 045-841-0256

■発行日 / 平成 26 年 10 月

募金はどうやって配分されるの？

■応募方法： ①クイズの答え ②ご意見・ご感想 ③社協だよりを手に入れた場所 ④今後特集して欲しいテーマ・内容 ⑤氏名・
〒・住所・ＴＥＬ・性別・年齢をご記入のうえ、はがき・ＦＡＸ・Ｅメールにて、12 月 1 日（月）必着でお送りください。
（当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます）
■送付・問合先：港南区社会福祉協議会（下記参照）

〒233-0003

信男

みんなで楽しもうよ！

食事会など楽しい行事が満載です。上部団体である「横浜市視覚障

広告

■発行責任者 / 長

10 月 1 日〜12 月 31 日

スポーツ交流会です。

大学生から 70 代まで老若男女多彩なメンバーが加入しています。

試してください！業界初！交換用杖先ゴム！

■発行 / 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

の交流を目的とした

港南区視覚障害者福祉協会では会員を募集しています。

価格：1,980 円（税別）
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ふれあいスポーツ 交 流 会

視覚障害者 の知人・友人の方に
ご案内ください！

◎連絡先 : 木下

ボランティアセンター通信合併号

港南区障害者団体連絡会主催

編集後記
今回は「地域訓練会」を取り上げました。ボランティアが見守る中、障がいのある子どもたちが調理
やプールで頑張る姿に、親同士の絆など療育センター等では得られない貴重な場であると自信を
もって語る親の姿に、地域訓練会が果たしている役割を伺い知ることができました。生きづらさを
抱える多くの家族が地域訓練会に参加し、住み慣れた地域で暮らしていく一助になればと…。
（S.K）

○この広報誌は、赤い羽根共同募金の配分金により作成しています。
○港南区社会福祉協議会では、事業計画・報告並びに収支予算・決算についてホームページに掲載しております。また冊子をご希望の方は事務局までご連絡ください。
○「社協だよりこうなん」音声訳版（テープ・ＣＤ）もボランティアグループ「港南音訳ボランティアいとでんわ」の協力により作成しています。
ご希望の方は港南区社会福祉協議会までご連絡ください。

11 月〜翌年 2 月末
配分委員会で配分申請事業の内容を審査します
委員による実地調査も行います

配食活動

地域訓練会

福祉車両の購入

サロン活動

翌年 3 月中旬
理事会・評議員会で配分を決定します
理事・評議員は地域の代表などで構成されています

翌年 4 月〜
配分決定を受けた福祉団体による、さまざまな福祉
活動が展開されます

etc …

いつも温かいご支援ありがとうございます。今年も皆さまのご協力をお願いいたします。

対

象

保育活動や体操

対

象

活動内容

保護者より

小学１〜高校３年生
習字・お菓子教室・
音楽療法・余暇活動・
水泳など

活動ホームひの、港南プール、ミサリングファクトリー
を利用させていただいております。
どこかでお会いできることがあるかもしれません。
どうぞ宜しくお願い致します。

たくさんのボランティアと親子とのほのぼのとした
温かい雰囲気あふれる「さ・い・た」では、子どもた
ち一人一人がのびのびと遊んでいます。
イスや靴置き場に、その子の好きな物の写真を目印
にしたり、絵カードを上手に使ったプログラムなど、
子どもたちが楽しみながらやれる工夫を凝らしています。
親子で参加する会ですが、親と子どもが別々に過ご
す時間もあり、子どもはボランティアと外遊びなど、
親は勉強会などをします。昼食も別にとり、親子それ
ぞれが成長していける機会を作っています。
親は会の運営に携わるなどの苦労もあるなかで、子
どもたちに愛情を注ぎ、成長を一緒に見守ってくれる
ボランティアの方々に感謝し、励まされているようです。

対

象

活動内容

小学１〜高校３年生
創作・音楽療法・体操・
調理・室内遊び・季節行事
( いちご狩り・カレーパーティーなど )

対

障がいのある人も地域でのつながり
をもって一緒に暮らしていけたらと
思っています。

活動内容

保護者より

港南区内の地域訓練会では見学や体験を随時受付中です！

この題字は︑なずな会の
子どもたちの共同作品です

すずな会の名前の由来は冬の厳しさに耐え、春の訪
れを感じて芽を出す「すずな」のようにやさしくたく
ましい子に育って欲しいという願いから名付けたそう
です。
この会へ入会したきっかけは仲間作り・会員相互の
気持ちの共感が一番とのこと。毎週土曜日に開かれる
活動には、親子で参加することにより親密度が増し、
出会える喜び、話し合える安心感が親子ともに増して
いるそうです。調理実習は献立に沿った買い物から始
まり、グループごとに調理、ボランティアの方や親の
補助を受けながら仕上げていきます。
生きづらさを抱える家族が普通に暮らせる社会にす
るには？と、考えさせられました。

象

小学１〜高校３年生
水泳・体操プログラム・
外出・調理プログラムなど

保護者より

習字・スイミング・お菓子教室・音楽療法・外出等
様々なプログラムを持つ「なずな会」は、子どもの特性
に合わせて、それぞれ活動に参加していますが、親の
思いは同じ。それは経験を通して築きあげる仲間との
絆、すぐに結果を求めることなくやり続ける事の大切
さです。
習字の活動では、子どもの個性と向き合ってくれる
講師の先生の温かな指導が一人一人の持つ力を大きく
導いています。上手に書くのではなく、その子の心の
なすがままに書かれているので、字に魅力を感じます。
そして、一緒に楽しく活動し見守ってくれるボラン
ティアの方々の存在が子どもたちの成長の背中を強く
押してくれます。その事が、会の活動を続けられる大
きな原動力となっています。

ボランティアさん、会員ともに大募集中です。
見学はいつでも大歓迎です！お待ちしています。
保護者より

障害を持つ子どもの親は一人で何でも抱え込みが
ちですが、自分のためにも子どものためにも周りか
らの支えを受けることも大切ではないでしょうか。
その「支えを受け入れる」第一歩として、地域訓練会
参加によるボランティアの方々との出会いがあります。
さんき会の主な活動である水泳（プール）はボラン
ティアと子ども 1 対 1 の、目標に沿ったきめ細やか
な指導・見守りが評判です。活動後には、子どもに
対してその日の頑張りを褒め、親にも上達を報告し、
記録を元にボランティア同士で情報共有しています。
子どもたちは大好きなボランティアの方々や仲間
に会えるのを楽しみにし、親たちも小さなことから
進路のことまでを相談できる、親子ともに安心でき
る場となっています。

今から 年前︑福祉サービスもあまりなく︑障害のある子どもとその家族の多くは不安
を抱えたまま家に閉じこもりがちでした︒
﹁このままではいけない︒子どもが友だちと遊べる
場や︑親同士が悩みを打ち明け励まし合える場を作ろう！﹂と︑立ち上がった親たちが︑保育
の場やボランティアを探し︑資金を集め︑行政への理解を求めて働きかけを行い︑横浜市独自
の﹁地域訓練会﹂が誕生しました︒
地域訓練会は︑幼児から高校生まで︑さまざまな障害のある子どもたちが︑地域の支援を
得ながら多種多様な活動を行っているところです︒子どもたちは多くの仲間と共に︑地域社
会の一員として暮らしていけるよう︑経験を積み重ねています︒また家族も自らが運営に携
わり︑体験・学習を通して仲間づくりをする貴重な場となっています︒
会員数は少子化や障害のある子どもたちが通える場が増えた影響もあり︑やや減少してい
ます︒しかし︑子どもを取り巻く状況や環境が変わっても︑親と子が仲間をつくり︑地域の中
で生きていく力を身につけていく場としての地域訓練会の役割は変わることなく大切にされ
ています︒現在︑港南区では４つの地域訓練会が活動しています︒子どもたちはもちろんの
こと︑親も育っていく特色あふれる４団体を紹介します︒

活動内容

発達に不安があったり、障がいがあったり
様々な子がいますが、みんな可愛いです！
この年代の特権ですね。
ボラさんも会員も大募集しています！

就学前の幼児〜小学 2 年生
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港南区地域訓練会の歩み
◆昭和４７年
地域訓練会が誕生
◆昭和４８年
横浜市の助成金制度開始
◆昭和５０年
港南区初の地域訓練会「なずな会」発足
◆昭和５２年
「さんき会」「すずな会」が発足
◆平成１５年
「さ・い・た」発足

地域訓練会に関するご質問・お問い合わせにつきましては港南区社会福祉協議会 ☎045-841-0256 までお願い致します。

