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南区ボランティアセンター

南区浦舟町3-46 浦舟複合福祉施設8階
Tel. 260-2531  Fax. 251-3264

◆開館：年末年始をのぞく午前9時～午後5時♦
　（日・祝祭日も開館しております）

南区ボランティアセンター TEL.260-2531ボラぴ掲載内容の問い合わせ・申込みは

南区内で活動するボランティア
仲間（メイト）を紹介します

グラスボイス  代表　高山雄二
　平成 11 年 7 月、六ツ川二丁目
の町内会ピクニックでの体験から、
自然発生的に結成された混声合唱
団です。 
　高齢者でも、未経験者でも、誰
でも参加可能で、楽しく歌うことに
よって健康を増進し、生活の質を高めることをモットーにしています。 
　高齢者ホーム訪問や町内会行事への参加、南区文化祭、みなと
みらい大ホールでのヴィサンコンサートへの出演等、いろいろな場
所で歌の交歓会を活発に実施し、地域の活性化に努めています。
連絡会に加入してからは、高齢者施設での活動機会が増えました。 
　練習は、毎月 3 回。月曜日の 13：30 ～ 16：00 に「三金第二
自治会館（六ツ川 2 丁目 64－7）」で行っています。入会を希望さ
れる方は、老若男女を問いません。ご遠慮なくお申し出ください。

講座のご案内
ボランティア入門講座

「はじめの一歩」をここからスタートしませんか？
＊日　時 ： ２月1９日（水）午前１０時～１２時
＊場　所 ： トモニー（南区福祉保健活動拠点）
＊参加費 ： 無料
＊問い合わせ・申込み ： 電話で南区ボランティアセンターに申込み

誰でも参加でき、家族で楽しめるボランティアのお祭りです。
ボランティアをはじめたいという方の
ための相談コーナーもあります。

みんなで楽しもう !!みんなで楽しもう !!

★手芸品販売

★マジックミニ講座
★ボランティア登録・相談

★おもちゃ病院
★動物との
　ふれあい

体験・実演コーナー
手話コーラス・ミニ手話講座・点字体験
ハンディキャブ乗車・木のおもちゃづくり
おもちゃ病院・アイマスク体験・
ボランティア犬とのふれあい等

活動紹介コーナー
パネル展示

ボランティア登録受付・相談
ちょこっとボランティアをはじめ

ケアプラザでの
ボランティア紹介等

販売コーナー
手芸品・作業所クッキー・
コーヒー・お好み焼き・

大判焼等

★ハンディ
　キャブ乗車

こわれた
おもちゃが
あったら
もってきてね！

先着２００名に
世話焼き（大判焼）
プレゼント！

首都高速道路狩場線 中村川
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入場無料
日時：平成26年2月16日（日）
　　11：00～14：00
場所：トモニー（南区福祉保健活動拠点）　
　　浦舟町 3-46 浦舟複合福祉施設 8F

・事業所一覧はあるけど、どこに電話すれ
ばいいの？
　⇒移動情報センターで集めた情報をもと

に、ご本人にあった事業所をお探しし
ます。

・ガイドヘルパーやガイドボランティアに
ついて教えて欲しいな。
　⇒ガイドヘルパーとガイドボランティア

の違いなど、移動や送迎に関する制度
についてご説明するとともに、ご本人
にあったサービスをご紹介します。

・子どもの学校の送迎を手伝ってくれる人
はいるかな？
　⇒ガイドボランティアや地域で活動して

いるボランティアさんをお探しします。
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❶面…南区移動情報センター
❷面…高齢者サロン「ひだまり」・
　　　公園あそび「ふれんど」
❸面…トモニー助成金のお知らせ・功労者感謝の会
　　　お知らせ・ご報告

南区社会福祉協議会は、誰もが住みなれた地域で安心して暮らしていく
ために、ボランティア、福祉・保健関係者や行政の協力を得ながら地域
の福祉活動を進め、またその活動を応援する組織です。

南区社協では、「南区移動情報センター」の運営を平成26年 1月14日（火）か
ら開始しました。障がいのある方一人ひとりの状況に応じた移動に関するご相談や、
ご利用いただけるサービスについてご案内します。

障がい児・者のための移動に関する相談・情報提供窓口

を開設しました。南区移動情報センター

南 区 移 動 情 報 セ ン タ ー専用電話：２５０－５２６０相談受付：月～金曜日 時～ 時
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送迎にかかる料金は
どのくらいかな？

土日・祝日
年末年始を除く 

移動情報センターで集めた情報をもとに、ご本人にあった事業所をお探しします。
また、料金についても、概算を調べてお伝えします。

ガイドヘルパーとガイドボランティアの違いなど、移動や送迎に関する制度についてご説明するとともに、ご本人にあったサービスをご紹介します。

ガイドボランティアさんや地域で活動しているボランティアさんをお探しします。
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お気軽にご相談ください！
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● 制度がよくわからない。詳しく教えてほしい！

● 事業所一覧はあるけど、どこに電話すればいいの？

● 代わりに学校へ迎えに行ってくれる人はいるかしら？

● 送迎にかかる料金はどのくらいかな？

〇送迎
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南区社協マスコット

「トモニー」

相談窓口 南区社会福祉協議会
専用電話 250－5260
受付時間 月～金曜日

（祝日・年末年始を除く）
9時～17時

　学校の送り迎えやご近所への買
い物の付き

添いなど、障がいのある方の移動
をサポート

してくださる方を募集しています。

　特別な資格は必要ありません。サ
ポート活動

に関心のある方は、ぜひお問い合わ
せください。

付き添いボランティア募集！！

どうぞお気軽にご相談ください。
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　「外遊びができる子育てサロンがほしい！」そんな声を受けて、
公園美化ボランティアを中心に「ふれんど応援隊」を結成。平成
23 年 9 月に公園あそび “ふれんど” の活動がスタートしました。
　すべり台やシャボン玉、砂場遊びと、元気いっぱい動き回りな
がら、親子の交流を深めています。清掃の行き届いた公園内にあ
る砂場は前日に消毒され、花壇も季節の花が植えられています。

参加者からは、「公園がきれいなので、遠くても毎回楽しみに
来ている」との声が聞かれました。
　また、スタッフは「これからは親子で一緒に花壇づくりや季
節ごとのイベントなども企画し、交流の輪を広げていきたい」
と言います。
　室内で行う子育てサロンと違い、青空の下、のびのびと遊
ぶ子どもたちの姿が印象的でした。

赤い羽根共同募金にご協力いただき、ありがとうございました。
区民の皆さまから寄せられた募金は、今回ご紹介した高齢者・子育てサロン活動をはじめ、障がい当事
者活動や福祉のまちづくり活動など身近な地域福祉活動に活かされています。

　お三の宮地区の高齢者サロン「ひだまり」は、毎月第 2
水曜日 13 時 30 分より、高砂町町内会館で開催されてい
ます。「住み慣れた町でいきいきと」を目標に掲げ、明る
く和やかな空間です。
　取材におじゃました日は、牛乳パックでかわいい小物入
れの製作。20 名を超える参加者のみなさんが、おしゃべりしながら、和気あいあいと作品作りを楽しん
でいらっしゃいました。最初は、周りの様子を見ながら慎重に製作を進めていた人たちも出来上がった作
品のかわいらしさに、「もう一個作りたい！！」と、いつの間にか夢中で数を重ねる様子も見られました。
　これまでも、手芸や落語、マジックショーなど様々なプログラムが用意されてきたそうです。
　「こんにちは」と元気な声で、途中参加される方もいて、まるでお友達の家に遊びにきたかのような温
かさです。製作の後は、みんなでお茶とお菓子でおしゃべりタイム。予定の時間があっという間に過ぎて
いました。
　毎月この日を楽しみにしているという方も多いこのサロン。 
ぜひ一度のぞいてみてください。

〜元気いっぱいのびのびと〜
公園あそび「ふれんど」
（中村地区社会福祉協議会）

〜友達の家のような温かさ〜
高齢者サロン「ひだまり」
（お三の宮地区社会福祉協議会）

毎月第 4 火曜日　10 時〜 11時 30 分
会　場：八幡公園

毎月第 2 水曜日　13 時 30 分〜 15 時
会　場：高砂町町内会館



南 区 社 協 か ら の お 知 ら せ ・ ご 報 告南 区 社 協 か ら の お 知 ら せ ・ ご 報 告

平成26年4月1日からトモニー助成金の申請受付がはじまります！
　南区社協では「共同募金配分金」と「よこはまふれあい助成金」を統合し、より効果的・
効率的な助成制度の実現に向けて、平成 20 年度より「トモニー助成金」として受付・
審査・交付をしています。
①対象団体：南区内で活動する市民活動団体、障がい当事者および家族団体。
②対象事業

1. 複数の横浜市民を対象とする、南区内で行う地域福祉の推進を目的とした非営
利な事業。

2.横浜市・南区、または横浜市社会福祉協議会などからの補助を受けていない事業。
3. 親睦のみを目的とする事業、主に自助を目的とする事業は対象外とします。
4. 年末たすけあい事業として申込できる事業は、年末年始（概ね 11 月〜 2 月）

に行われる利用者・会員以外の近隣住民も参加対象とした事業とします。
③助成の制限：

1. 申込は 1団体 1事業とします。
　（ただし、年間事業と年末たすけあい事業の両方を申請できるものもあります。）
2. 助成額については、申込多数の場合、減額調整することがあります。
3. 平成 24 年度より、食材費・イベント等の飲食経費が助成対象外となりました。
　（食材費以外の物品購入費、謝金、交通費などは従来通り申請いただけます。）

申請期間
平成26年4月1日（火）〜25日（金）
助成条件・助成限度額等については、
南区社協窓口で配付する手引きあるい
はHP（www.minami-shakyo.jp）を
ご覧ください。
※2 月中旬に掲載予定
申込用紙は南区社協窓口で配付する
他、HPからもダウンロードできます。
お申込手続きは、印鑑をご持参のうえ
必ず窓口までお越しください。

～ 詳細問い合わせ ～
南区社会福祉協議会

TEL 260-2510 FAX 251-3264

◆ 日　時：平成 26 年 3 月 11日（火）10 時 30 分〜
 平成 26 年 3 月 13 日（木） 13 時 30 分〜　※ 両日とも同内容
◆ 場　所：トモニー　多目的研修室
◆ 申込み：前日まで電話でお申し込みのうえお越し下さい。
◆ 要綱の改正を予定しています。助成を受けようとする団体はご出席ください。

平成26年度
「トモニー助成金」
の説明会を開催します

平成26年度「トモニー助成金」のお知らせ

編集委員紹介（アイウエオ順）　　相澤君夫／池田昭太郎／大八木綾子／栗田一伸／末永寿美子／並木慎一

賛助会員にご加入いただきありがとうございました
　地域活動やボランティア活動等の一部には、行政からの補助金や共同募金などが使われています。しかし、活動を安定・充実
させるためには、それらの財源だけでは十分でなく、「地域ぐるみの応援」が必要となります。南区社協では、世帯（個人）、法人・
団体に賛助会員にご加入いただいています。平成 24 年度は、3,774,260 円ものご協力をいただきました。ありがとうございます。
引き続き皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

　南区の社会福祉向上のために尽力・
貢献された方々に感謝の意を伝える
ため、「南区福祉功労者感謝の会」を
実施しています。
　今年度も、南区社会福祉協議会と
南区役所主催で平成 25 年 12 月 9 日

（月）に行われ、18 名・7 団体の方々
が受賞されました。
　受賞者は、推薦者の方々と一緒に
二胡演奏ボランティアグループ「す
ずらんの会」による中国楽器の優しい
音色を楽しみ、ケーキと紅茶で歓談。
和やかなひと時を過ごされました。

・渡辺（姓のみ）
・南区食事サービス団体連絡会
・手芸ボランティアすずらん
・南区バレーボール協会
・は〜とふるの会
・浜　けい子
・金澤　知彦
・南区吟剣詩舞道連盟
・井土ヶ谷下二ちとせ会
・大場　章雄
・南永田団地2街区自治会
・（医）丹沢病院

・田中社会保険労務士事務所
・郡司　光
・小川　博芳
・まるわの会
・公益社団法人横浜南法人会
・六ツ川台団地あいの会
・南区三曲会
・松田　トキ／光城　三千子
・宮・花・宿3・4丁目百寿会
・武田　龍磨
・横浜太極拳同好会
・奥野　祥子

善意銀行寄付者�
（H25年10月1日から12月末日）※敬称略、順不同

南区福祉功労者感謝の会

11 月 1 日に南区役所へ匿名の寄付
がありました。色鉛筆やクレヨン、
筆箱などと一緒に手紙が入ってい
て、「聖母マリア様のおつかい人よ
り　来年小学校に行く子ども様おめ
でとう（中略）マリア」と手書きで

書かれていました。これらの寄付は、善意銀行を通して区
内 3ヶ所の母子生活支援施設にお届けしました。
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ハンディキャブ乗車・木のおもちゃづくり
おもちゃ病院・アイマスク体験・
ボランティア犬とのふれあい等

活動紹介コーナー
パネル展示

ボランティア登録受付・相談
ちょこっとボランティアをはじめ

ケアプラザでの
ボランティア紹介等

販売コーナー
手芸品・作業所クッキー・
コーヒー・お好み焼き・

大判焼等

★ハンディ
　キャブ乗車

こわれた
おもちゃが
あったら
もってきてね！

先着２００名に
世話焼き（大判焼）
プレゼント！

首都高速道路狩場線 中村川

南区福祉保健
活動拠点8階

黄金町駅

市民総合医療センター

←上大岡 京浜急行線

国道16号線

警察職員宿舎

中村公園

保育園

市営地下鉄線

浦舟町

←上大岡

市立
中村小学校

中央児童
相談所

中村養護学校

横浜→

関内→浦
舟
通
り

阪東橋駅

入場無料
日時：平成26年2月16日（日）
　　11：00～14：00
場所：トモニー（南区福祉保健活動拠点）　
　　浦舟町 3-46 浦舟複合福祉施設 8F
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