
回
覧

都筑区社協だより

都筑区社協は、「あなたと街のかけはし」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
の目的にそった事業を展開し、みなさまの地域福祉活動
の支援をしています。

この広報紙は共同
募金配分金で発行
しています。 

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
港北ニュータウンまちづくり館内

No.53区社協からのお知らせ

○助成対象団体 横浜市内に活動拠点をおく市民活動団体など
○助成対象事業 福祉ボランティア活動や障害当事者活動　他
○助　成　額 10,000 円から 400,000 円（ただし、食材費、飲食経費での利用不可）
　 ※助成額は、回数、1回あたりの人数、内容により異なります。また、一定の自主財源が必要です。
○申 込 期 間 令和 2年 4月 7日（火）から 17日（金） 　※日曜は除く
 詳しくは助成金申請のてびきを必ずご確認ください。
助成金のてびき及び申請書は本会窓口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。

平成 31年 4月 1日～
令和 2年 1月 31日受付分

善意銀行募集中
都筑区社会福祉協議会では、個人・団体・企業等のみなさまからの寄付金品をお待ちしております。
善意銀行とは、みなさまの善意を預託（寄付）としてお預かりし、区内の当事者団体、社会福祉施設、
地域福祉活動団体などに配分することにより、皆様の善意を広げていく事業です。

TEL
HP
Mail

045-943-4058 FAX 045-943-1863

info@tuzuki-shakyo.jp
http://www.tuzuki-shakyo.jp

＊シュンランは、この地にた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、子供の
　遊び友達だったそうです。
　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。

令和 2年３月発行

この広報紙は、地域の公共施設や区社協窓口で配布しています。

（敬称略）

つづき あいフォーラムが開催されました。
　区内の地域福祉の推進や都筑区地域福祉保健計画の周知・推進を目的に、２月 15 日（土）に都筑公会
堂にて開催され、249名の皆様にご来場いただきました。

日頃より地域の福祉活動やボランティア活動に取り組まれ、功労のあった方へ表彰状や感
謝状をお贈りしました。今年は個人 33名と 13団体のみなさまが表彰されました。

　川和地区では、災害時要援護者と支援者の把握から一歩進んで、日常の見守り・
声掛けを行う「川和連合ふれあいたい」を平成 26年に立ち上げました。
　見守ってほしい人（利用希望者）と見守る人（ボランティア会員）のペアリングを
行い、最近外で見かけない・新聞がたまっているなどの様子を見守り、あいさつ・声掛け
を通して安否確認を行っています。
　さらに、見守り活動を通して見えてきた課題解決のために「つながり♡ネット」会議を
立ち上げ、地域における福祉関係者間で情報を共有し、必要に応じケアプラザなどの専門
機関を交え福祉に関する問題・課題の解決策の検討を行っています。
　定期的な研修の実施など個人情報には大変気を使っていること、また、これらの取り組
みを通じ孤独死の防止につなぐことができた事例なども紹介されました。

受章者代表コメント
　つづきパソピアは、横浜市都筑区を中心に IT 初心者支援を目的
に 1999 年に設立されたボ
ランティアグループです。パ
ソコンの操作が分からない方
などが気軽に来られるサロン
を月２回開催しています。
　講座の企画運営・講師・会
場まで全員で手分けしていま
す。会費無、入退会自由です。

顕彰受章者・団体（敬称略・五十音順）
【民生、児童委員】有賀昇・伊澤武男・板橋哲夫・岩間正明・岸利恵子・小林省三・小山正子・佐藤一惠・田川由美・苗村庸子・中山喜代子・
夏見裕貴・西田清美・前田治子・松村昭作・丸山たづ子・宮崎宜子・森嶋まつ子・山口明・渡邉幹夫　匿名３名
【保護司】小泉光秋・齋藤清紀
【ボランティア】磯川敏子・臼杵実代・手塚光子・根岸ミチコ・横溝清子　匿名１名
医療法人社団若葉会つづき病院・NPO 法人日本ぬいぐるみ協会・荏田南地区ほほえみ交流カフェ運営グループ・クリ活！Creative 
Activities for Disabilities ・GCI ボランティア・都筑農業ボランティアの会・つづきパソピア・都筑冒険遊び場まんまるプレイパーク・ハッ
ピー☆スマイル
【善　意　銀　行】上村正吉・若林倫太郎・京セラ株式会社 横浜事業所社員一同・都筑区更生保護バザー実施委員会・都筑区チャリティー
ゴルフ大会実行委員会・ボッシュ株式会社 マネージャーズクラブ コスモス会

掲載記事の申込、お問い合わせは、都筑区社会福祉協議会
都筑区荏田東 4-10-3　港北ニュータウンまちづくり館内
TEL:045-943-4058　FAX:045-943-1863　E-mail : info@tuzuki-shakyo.jp

物　品

区社協からのお知らせ
会員募集　あなたの意見が地域福祉にいかせます！
都筑区社会福祉協議会は区内の福祉保健分野で活動している様々な方々が会員となり、地域社会の中で
安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりに取り組んでいます。
会員になると、他の会員との情報交換、善意銀行配分、研修や講座への案内など活動の支援を受けることができます。

詳しくは上記問い合わせ先まで。
【年会費】第 1種会員 10,000 円・第 2種～7種会員 5,000 円

都筑区ふれあい助成金　申請団体募集
都筑区社会福祉協議会では、市民の自発性のもと、横浜市内で行われる非営利な地域社会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」を実施しています。
令和 2年度分の申請について、4月 7日から受付を行います。

善意銀行へご寄付いただいた皆さま
いただいたご寄付は区内の福祉活動に役立てられています。ありがとうございました。

団体・法人
愛和幼稚園  いずみ会 イトーヨーカドー労働組合ららぽーと横浜支部
織茂養鶏場 神奈川土建横浜支部  南都筑第一分会 株式会社アシスト
京セラ労働組合  横浜支部 京セラ株式会社  横浜事業所 京セラ株式会社 横浜事業所  社員一同
第一共同開発株式会社 第二地区港北ニュータウンふれあい朝市実行委員会
都筑区芸能文化協会 都筑区更生保護バザー実施委員会 都筑区チャリティーゴルフ大会実行委員会
日本ボーイスカウト  横浜第 132団 平本養鶏場 ふれあい朝市第１
ふれあい朝市第２ ボッシュ株式会社マネージャーズクラブ コスモス会
ほっと介護のつづき マルイファーム ヤマザキ製パン従業員組合神奈川支部
第 29回横浜農協都筑中川支店組合員ゴルフ大会
横浜農協都筑中川支店第 29回支部対抗組合員ゴルフ大会 匿名（１件）

団体・法人
アムスキャン・ジャパン F&C株式会社 パーラーマイニチ  中川店

個　人
上村正吉　　斉藤浩一　　武田マス子　　若林倫太郎　　匿名（1件）

個　人
飯田めぐみ　　匿名（2件）

都筑区社会福祉大会

都筑区地域福祉保健計画活動発表
川和地区における支援に繋がる仕組みづくり



あなたの身近の！
地区社会福祉協議会

赤い羽根の共同募金へご協力ありがとうございます

イチオシ活動の紹介
いちおし

　地区社会福祉協議会（地区社協）は、地域住民に最も身近な社協として、地域の方々が「自分たちの
地域は自分たちでよくしていこう」という気持ちで組織された任意の団体です。区民の方々より寄せら
れた賛助会費や共同募金も活動の一助として役立てられています。都筑区では連合町内会単位で 15 の
地区社協が活動をしています。今回は 4地区が取り組むイチオシの活動をご紹介します。

　赤い羽根の共同募金にご協力をいただき誠にありがとうございます。
　今年度は、自治会町内会の皆さまのご協力をはじめ、各地区の民生委員児童委員協議会の皆さま、福
祉保健活動団体の皆さま、企業や施設の皆さまにご協力をいただき呼びかけを行いましたので、その活
動の様子をご報告いたします。　

各種団体との連携に力を入れています
　町会役員・民生児童委員・主任児童員・保健活
動推進員・食事ボランティアが力を合わせて活動
しています。
　毎年、地域で活動する各種福祉ボランティア関
係団体と情報交換・意見交換を行い、地域の福祉
力向上、地域のつながりを築いています。今年度は、
障害関係のボランティア団体との交流会を開催し
ました。また、役員を対象に、ボランティア研修・
懇談会を開催し、知識の向上や山田地区内の交流
の促進に力を入れています。

山田地区社協山田地区社協
はじめました！「ちょっと立ち寄れる場」
　この活動は、「地域高齢者が笑顔で元気に過せる
よう！」を目標に始まりました。
　当初は開催場所、スタッフ、財源等多くの課題
がありましたが、開始から 6 年を経た現在、各町
内会の協力を得て、８か所（7 町会・１自治会）
のカフェがオープンしました。
　毎月約 160 名の方がそれぞれのカフェで楽しい
ひと時を過ごし、「次回が楽しみです」と笑顔で帰
られる姿を見送ることで、スタッフも元気をもら
い、活動の励みとなっています。

東山田地区社協東山田地区社協

勝田茅ケ崎地区社協勝田茅ケ崎地区社協
スポーツがつなぐ地域の輪

　昨年 9 月、第 2 回スポーツ交流会を開催。中川
地区の 9 歳から 87 歳までのスポーツ好き 46 名
が一堂に集まり、グランドゴルフを 2 ゲーム行い
ました。
　地域や世代を超えた交流が目的のため、近所の
人達もばらばらにチーム編成し、顔なじみも初め
て会う方も一緒に汗を流し、和気あいあいとスポー
ツを楽しみました。

中川地区社協中川地区社協
地区のビックイベント「敬老会」

　毎年 9 月に 70 歳以上の地域住民の皆様をご招
待して開催し、今年度で 26回目を迎えました。
　中野区長を始め、地域を支えてくださる皆様を
来賓にお招きし、107 名の招待者の方々と共に楽
しいひとときを過ごしました。
　地区社協と連合町内会が連携して運営し、地域
の中・高校生にもアトラクションに出演いただく
など、多くの方々にお手伝いいただき開催してい
ます。誰もが笑顔になれ、健康とご長寿をみんな
でお祝いする素晴らしい取組となっています。

企業の皆さまにご協力をいただきました

福祉保健団体の皆さまが街頭で呼びかけました

あおぞら会 ガールスカウト神奈川県第 41団 聴覚障がい者を守る会

カフェこすも 都田地区民生委員児童委員協議会 川和地区民生委員児童委員協議会

横浜ビー・コルセアーズ 横浜桜並木郵便局をはじめ、区内 14郵便局
『都筑区応援 DAY』の開催日には、横浜ビー・コルセアーズ
チアリーダーズ「B-ROSE」の皆さまにご協力いただき、青少
年ボランティアのはぁと de ボランティア STEPUP プログ
ラムのメンバーとともに来場者へ呼びかけを行いました。

10 月から 12 月まで、区内 14 か所の窓口に募金箱や啓発
グッズを設置いただき、広く区民の皆さまへの呼びかけに
ご協力をいただきました。

デイリーヤマザキ
ニュータウン加賀原店

店舗のレジ横に募金箱
を設置いただき、区民
の皆さまへの呼びかけ
にご協力をいただきま
した。

令和２年１月末現在、

赤い羽根募金は ￥8,186,719、
年末たすけあい募金は ￥7,358,761の
ご協力をいただきました。
お寄せいただいた募金は、神奈川県内の社会福祉施設の整
備や都筑区内の福祉保健活動等に使用させていただきます。

ご協力いただいた募金額のご報告
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ゴルフ大会実行委員会・ボッシュ株式会社 マネージャーズクラブ コスモス会

掲載記事の申込、お問い合わせは、都筑区社会福祉協議会
都筑区荏田東 4-10-3　港北ニュータウンまちづくり館内
TEL:045-943-4058　FAX:045-943-1863　E-mail : info@tuzuki-shakyo.jp

物　品

区社協からのお知らせ
会員募集　あなたの意見が地域福祉にいかせます！
都筑区社会福祉協議会は区内の福祉保健分野で活動している様々な方々が会員となり、地域社会の中で
安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりに取り組んでいます。
会員になると、他の会員との情報交換、善意銀行配分、研修や講座への案内など活動の支援を受けることができます。

詳しくは上記問い合わせ先まで。
【年会費】第 1種会員 10,000 円・第 2種～7種会員 5,000 円

都筑区ふれあい助成金　申請団体募集
都筑区社会福祉協議会では、市民の自発性のもと、横浜市内で行われる非営利な地域社会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」を実施しています。
令和 2年度分の申請について、4月 7日から受付を行います。

善意銀行へご寄付いただいた皆さま
いただいたご寄付は区内の福祉活動に役立てられています。ありがとうございました。

団体・法人
愛和幼稚園  いずみ会 イトーヨーカドー労働組合ららぽーと横浜支部
織茂養鶏場 神奈川土建横浜支部  南都筑第一分会 株式会社アシスト
京セラ労働組合  横浜支部 京セラ株式会社  横浜事業所 京セラ株式会社 横浜事業所  社員一同
第一共同開発株式会社 第二地区港北ニュータウンふれあい朝市実行委員会
都筑区芸能文化協会 都筑区更生保護バザー実施委員会 都筑区チャリティーゴルフ大会実行委員会
日本ボーイスカウト  横浜第 132団 平本養鶏場 ふれあい朝市第１
ふれあい朝市第２ ボッシュ株式会社マネージャーズクラブ コスモス会
ほっと介護のつづき マルイファーム ヤマザキ製パン従業員組合神奈川支部
第 29回横浜農協都筑中川支店組合員ゴルフ大会
横浜農協都筑中川支店第 29回支部対抗組合員ゴルフ大会 匿名（１件）

団体・法人
アムスキャン・ジャパン F&C株式会社 パーラーマイニチ  中川店

個　人
上村正吉　　斉藤浩一　　武田マス子　　若林倫太郎　　匿名（1件）

個　人
飯田めぐみ　　匿名（2件）

都筑区社会福祉大会

都筑区地域福祉保健計画活動発表
川和地区における支援に繋がる仕組みづくり


