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*シ ュンランは、 くさん自生しています。春には甘い香りの

するかわいい花をつけ、子どもの遊び友達だつたそうです。このよう
にやさしい福祉の町ができたらいいなと思いこの名前をつけました。

社会福祉法人横浜市都筑区社会福祉協議会
〒224‐0006横浜市都筑区荏田東 4‐ 10‐3
港北ニユータウンまちづくり館内

αE日)045-943-4058 Cヨ ED 045‐ 943-1863
□囮D http://www.tuzukl― shakyo.lp
ロロ info@tuzukl― shakyo.jp

都筑区社協は、「あなたと街のかけはじ」になります !

「社会福祉協議会」は、社会福祉法に定められた地域福

祉の推進を図ることを目的に組織された民間団体で、そ

の目的にそつた事業を展開し、みなさまの地域福祉活動

の支援をしています。

躙憫遍釉ナ゛イルト鶉隆鮨がRえな機場でね、

ゆなが扮鶉け晰鮭雹、たく宙蝙瘍鯰繹がほ眈

や工大量鰈なが鼈ま議颯心鉤‡けて颯讚な。

楽 しみながらリハビリを行い、交流できる場で

す。都筑が丘第 2自治会館にて活動しています。
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第一木曜  13:30～ 14:30
川和地区連合地域にお住いの方

忙》体操や健康チェックを毎回実施する他、月替わ
りでお花見や講座、塗り絵等を行つています。コロ

ナ禍においても、高齢者の介護予防や交流の場とし
て継続できるよう、感染症対策を行いながら活動し

シエアのみなさんの健康を増進し、生きがいを支
えるための傾聴を土台とした「居場所」です。楽しい

プログラムと美味しいスープを用意しています。
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チヤコばあさんの思いを受け継ぎ、赤ちゃんか
ら高齢者まで、気軽に立ち寄り、交流できる場と
して開放しています。(東山田)

C)火・木・± 9:00～ 14:00

0どなたでも

忙》ちよつと困つた時、身
近に相談できる相手がいて

心強いと思つてもらえるよ

う、地域での支え合いを大

切にしています。ちょっと

したお困りごとのご相談が

あれば、お気軽にお声かけ
ください。

蠅》イベントは中止していま

すが、人数制限しながら継続
しています。最近は、不登校
の子どもたちの居場所として

も開放しています。悩みを抱
えた子どもたちにとつて、少
しでも心体まる場所になれば
と思い、活動を続けています。

ています。

学習の機会を希望する子どもたちに学習支援を行つています。

C)日曜日15:00～ 16:30(月 4回開催)会費月500円 、D小学4年生～高校生

鰺》一人ひとりの子どもに寄り添つた学習支援をする中で勉強の楽しさを知り自
信を持ち続けることができるよう努めています。活動場所をかけはじ都筑、つづ

きの丘小コミュニティハウスの 2か所に分けるなど工夫しています。

お話し相手や簡単なお掃除、草取りなど、葛が谷

地域ケアプラザエリアにてちょっとしたお困りごと

のお手伝いをしています。

C)ご利用者と調整
C)高齢者や障害者世帯などお困りの方

月・水 10:00～ 13:00(予約制)

65歳以上の方 (介護認定 :要支援 1-2の方歓迎)
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《轟》明るい日差しのカフェ

です !!手作り野菜ストック
のスープとアートクラフト・

書の活動 。椅子に座つたま

ま体操などを楽しんでくだ

さい。北山田駅・バス停か

ら直ぐで通いやすいです。
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*感染状況によつて、活動が縮小や中止となる可能性があります
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篭)開催日時 0対 象の方 (該 活動者からのコメント
●お問い合わせは、都筑区社協までご連絡ください。

● 都筑区社協だより

|:||:||:||:||:|:||:||||‐ ‐鸞
:||||'||:||||||:||:|111:|||||11111111111111111111

1:|||:|||:||111:||:||:1華
|111::||:||:||||

1111111:||:||1111:|||:||:鷲

1:|||:|||||||||111:|.:.|:|||1艤 4年 3



鰺憮隧嘔鶉径憮 趙橙鼈襴隋文隧邊脩蜀

荏田南地区地域福祉フォーラムを令和4年 2月 27日

(日)に開催いたしました。今年度は、「障害をどう捉え

るか、そして今何ができるのか～他人事ではないジブン

ゴトとしての障害～」をテーマに、荏田南地区在住の洗

足こども短期大学 准教授 下尾 直子先生にご講演頂き

ました。障害を正しく理解して、社会全体が障害を受け

入れ、社会が変わつていく必要性を改めて感じました。

コロナ禍において、活動を制限される中で昨より新た

に取り組んだ Zoom請演という形で開催し、35カ所よ

リオンラインで参加して頂きました。

ふれあいの丘地区社協では、都筑区地域福祉保健計

画の地区別計画に沿つて、連合自治会及び地域ケアプ

ラザやボランティア団体などと連携し、地域の福祉活

動を推進しています。活動内容は、主に「高齢者支援」
「子育て支援」「地域住民の居場所作り」「地域防災研修」

などです。特に、居場所作りでは、毎月 3回 「ふれ

あいサロン」を開催し、地域住民のコミュニケーショ

ンの場として活動しています。また、会員の「地域防

災研修」も大切なテーマとして、自然災害への備えや

地域の防災意識充実を図つていきます。

く下尾 直子先生 く会員向け
地域防災研修

事務局会場の ふれあいサロンでの
交流の様子>

あんしんセンターでは、ご自分で銀行に行くことが難しい高齢者や、金銭管理に不安がある障害のある方などと

契約に基づき、生活に必要な金銭出納や利用料等の支払い代行、大切な書類の保管。整理のお手伝いをしています。

生活支援員が毎月 1～ 2回、ご自宅や施設に訪間または契約者に来所いただき支援しています。

生活支援員は、新型コロナウイルス感染症の感染予防に努めながら施設やご自宅を訪問しています。しかし、施

設の中には感染拡大防止のため面会禁止が続き、また契約者の中には外出しにくい環境下で体調を崩し自宅療養中

の方もいます。このような状況下では、生活支援員は契約者にお会いして、生活費をお渡しすることができにくく

なりますが、施設では職員の方、また在宅の方はヘルバーやケアマネジャー、障害者自立生活アシスタントなど専

門職の方々の工夫や配慮により、契約者にお会いして暮らしを支えることができています。

新型コロナウイルス感染への不安がある中、一人ひとりの命と生活を守るために奮闘されるエッセンシャルワー

カー (社会機能維持者)のみなさまのご協力に心より感謝いたします。

様子

吻瑕詢鑽鸞瘍隧骰隧儡蝙 炒熙腋顆写―鰤財隕嘔舅瘍燒颯

あんしんセンターヘのご相談等は8045‥ 943¨ 4058。  お気軽にお問合せください。



共同募金運動へ瘍ご褥力、ありがとりござしヽ験した。
令和 4年 2月末時点での募金額は、

赤い羽根募金 :7,950,216円 年末たすけあい募金 :7,448,218円 でした。

新型コロナウイルスの影響が続くや、自治会圏y内会、民生委員児童委員、ボランティア国悴、
そして企業や中学校などの響さまに、さ譲ざ験な場薗で共同募金|こ ご協力いただき験した。彗
さまから寄せら検た募金(よ、地域の福祉爆鰯轟動奄菫える費重な量金として,議羅さ組ます。

街頭募金運動

〆

北部ピアの会 ハピカ
スペースシップ 2009、

みなみかぜ、つづきジャズ協会
ガールスカウト

神奈川県第 41団

募金箱設置 (畿称は、11爾不隋}

区内14郵便局、株式会社司興業、食い処・飲み処源八、健湧接骨院、株式会社アクティブコレクション、(有)大興資源
デイリーヤマザキニユータウン加賀原店、横浜ビー・コルセアーズ、パナソニックグループ横浜事業所
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第 44回神奈川県福祉作文コンクール 都筑区から2名受賞されました。おめでとうございます。
福祉作文コンクールは、「ともに生きる福祉社会づくり」をめざし、子どもたちの福祉意識の醸成を目的に実施しています。

最優秀賞。日本放送協会横浜放送局長賞 横浜市立勝田小学校

優 秀 賞              横浜市立川和東小学校

共同募金会都筑区支会では、横浜ビー・コルセアーズとの
コラボ缶バッジを作成しました。

当日は、中0高生を中心としたボランティアが、試合会場で

募金の呼びかけを行いました。

蒸をヽ馨攘長難‡纂畿

■・ 彗…_■ |_■ ||― _

艤荏田南中学校  艤都田中学校

都田中学校では、生徒会のみな

さんが朝の登校時間に 1階昇降□

で、募金活動を行いました。

さん 「同じ時代を生きる」
さん 「福祉について」
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パナソニックエンジェルスの皆さま 株式会社 司興業

12月 26日、横浜ビー・コルセア…ズ都筑区応援D
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障害者と地域の共生フェスタ つづき あいパネル展

障害理解と第 4期都筑区地域福祉保健計画の周知を目的に、

都筑区役所区民ホールにおいてパネル展を実施しました。

12月 9日の障害者の日に合わせて、12月 4
日(土 )か ら8日 (水)に実施しました。
パネル展は都筑区社協障害福祉分科会力0入団体

の他、フォトグラファー後藤京子さんによる障が
いのある子とその家族の写真「自然と溢れる幸せ

の瞬間」を同時開催して障害理解を深めました。

塑置□
【団体・法人】

・イケア・ジャパン株式会社 IKEA港北
・カロ賀原二丁目自治会      。東山田連合町内会
・い悠憚 ドキわくランド北山田店 ・匿名 (3団体)

【個人】

地域福祉保健計画は、地域の福祉保健課題につい

て、地域住民、都筑区役所、都筑区社協、各地域ケ

アプラザが協働して解決に向け取り組むものです。
2月 17日 (木 )か ら 22日 (火 )の実施期間中は、

地区連合自治会町内会ごとに趣向を凝らしたパネル

が掲示され、来庁者も立ち止まり見入つてました。
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しヽました。

善意銀行とは、区民の皆さまからお預かりした善意の寄付金品を、障害当事者団体やボランティア団体な

どへ配分する事業です。今年度は寄付金のほか、食品、マスク、文房具や手作りの入学セットなど多くの物

品 を お 寄 せ い た だ き ま し た o               令和 3年 4月 1日 ～令和 4年 1月 31日受付分 (敬称略、順不同)

鷹選轟罰田
【団体。法人】
。い三菱 UFJ銀行たまプラーザ支店   。いマルハン都筑店      。京セラい横浜事務所
。京セラ労働組合 横浜支部      ・京セラい横浜事務所社員―同 。公益社団法人緑法人会
・メテオールカラー (代表 天の川智子)・ イ トーヨーカ ドー労働組合ららぽ一と横浜支部
・都筑区社交ダンス愛好会      ・ヤマザキ製バン従業員組合 神奈川支部

【個人】

上村正吉 若林倫太郎  匿名 (3名 ) イケアでは「lKEA

Famly子 ど も 募

金」の取組を通 じ

て、地域の子ども

に関連する施設に

対して家具を始め、

食品の寄贈を行つ

ております。

チ∃コとジュース各500個他、多くのご寄付をいただきました。

浅野博史 久保岡愛 齋藤博子 斎藤美津子 早川弘子 森丼匠 匿名 (3名 )

広報紙に関する感想、ご意見・

ご要望はこちらの QRコ ード

より受け付けております。難

都筑区内で行われる非営利な地域福祉推進事業や障害福祉推進事業の支

援を目的として「都筑区ふれあい助成金」を募集します。

【申し込み期間】令和 4年 4月 11日 (月 )～ 22日 (金)*土 。日除く

詳しくは助成金申請のてびきをご確認ください。助成金のてびき及び申
請書は本会窓□やホームページの他、区内の地域ケアプラザ、区民活動セ
ンターでも配布しています。

都筑区ふれあい助成金

申請団体募集
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この広報紙は共同募金配分金で発行してします
;耀
FFロ

■■■●1■,II

フー ドドライブ・食支援を実施しました。

ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました !

詳しくは、都筑区社協ホームページをご覧ください。
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