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第６５回神奈川県社会福祉大会
厚生労働大臣表彰

第３６回横浜市社会福祉大会

平成２８年度瀬谷区福祉功労者表彰

■会長表彰
　 杉原 　江／アイの会／音声訳グループつくしの会
　 国際交流Seya／ジャンプ／大地の会ハイツローソン
    横浜市阿久和地域ケアプラザ

■県社協会長感謝
　 安齊　操／中村 昌代／成瀬 藤枝子／あやめ会／国際交流Seya／瀬谷どんぐりの会
　 瀬谷第一地区社会福祉協議会

■会長感謝
　サロン細谷戸運営委員会／瀬谷区災害ボランティアネットワーク／ゆうぎりサロン
　瀬谷区知的障害理解啓発グループant mama／宮沢地区社会福祉協議会

■会長表彰
　 桐生 優子／ユートピアすこやかサロン 

■神奈川県共同募金会会長感謝
　 澁谷 悦旦／橋戸原あやめ自治会

■神奈川県知事表彰
　 ボーイスカウト横浜第６１団

（敬称略）

秋山 晴子／浅野 正幸／阿蘓 輝子／伊東 照代／大内　賢／大野 圭子／梶原 栄子
菅野 廣章／久慈 カツ／栗崎 節子／小松 伸夫／斉藤 シズ子／齋藤 忠義／笹木 忠男
佐藤 瑞代／篠田 俊子／鈴木 房子／竹友 美奈子／田崎 加代子／土谷 敬子／中里 とみ恵
中村 文子／西澤 弥生／早坂 タキ子／廣田 理恵子／山名　昭／吉田 トミ子／渡邉 友紀子
あけぼの会／そよ風サロン／南瀬谷ニュータウン自治会 サポートクラブニュータウン
はつらつクラブ／宮沢配食部会 ／楽友会／匿名1件
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発行責任者●社会福祉法人 横浜市瀬谷区社会福祉協議会　〒246-0021  横浜市瀬谷区二ツ橋町469　TEL 045-361-2117　FAX 045-361-2328
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せやまる・ふれあい館

中丸バス停

●アクセス
相鉄本線「三ツ境駅」下車 徒歩12分
または、三ツ境駅北口より相鉄バスにて
「中丸」バス停下車 徒歩約5分

■横浜市瀬谷区社会福祉協議会
　月～金曜日／9:00～17：00

■瀬谷区ボランティアセンター
　月～土曜日／9:00～17：00

■瀬谷区福祉保健活動拠点「パートナーせや」
　月～土曜日／9:00～21：00　日曜日・祝日／9:00～17：00（年末年始を除く）

●駐車場
26台　※障がい者用駐車場2台　
※台数に限りがありますので、できるだけ
　公共交通機関をご利用ください。

　今年度最後の広報委員会の前に、音声訳グループつくしの会の
方から本紙についてのインタビューを受けました。毎回、視覚障害
の方が理解しやすいように、本紙のイラストや写真などの表現の
仕方にご苦労されていることを聞かされ、健常者の自分の物事に
対する姿勢を反省すると共に、2年間の広報委員としての活動に
携われたことに感謝します。　　　　　　 （広報委員●林　茂）

委 員 長●遠山  丈晴（瀬谷第四地区社協）
副委員長●紅林 千津子（相沢地区民児協）
林　茂（南瀬谷地区社協）／米倉 令二（瀬谷区障害者団体連絡協議会）
飯塚 陵子（ワーカーズわくわく）

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金により作成しています。

編 集後 記

網代 宗四郎

瀬谷区社会福祉協議会（社協）  広報紙瀬谷区社会福祉協議会（社協）  広報紙
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　１月から移動情報センターという新しい相談
窓口ができました。どんなところなのか、担当
の方にお話を聞いてみました。

　１月１６日から、瀬谷区移動情報センターという窓
口が新しく開設されたそうですね。まずは、どのよう
なことをするところなのか教えて下さい。

　外出に支援が必要な方からの相談を受け、支援制
度のご案内や、サービス事業所などの紹介・コーディ
ネートをおこないます。今までは、外出したい方が自
分で事業所などを探すためにあちこち電話したり、そ
もそもどんなサービスを利用したら良いのかわから
ない、という状況がありました。
　当センターでは、公的サービスだけでなく、タクシ
ー事業所や地域のボランティアなど、移動に関する情
報全般のご相談を承ります。移動情報センターは横
浜市独自の事業です。平成２２年度の港北区からスタ
ートし、昨年度までで１２区に開設されており、今回瀬
谷区を含む３区に新規開設されました。

　自分で何件も電話しなくてよくなるのはありがた
いですね。「あちこち断られて、外出自体をあきらめ
てしまった」という話も聞いたことがあります。これか
らは、このセンターに電話すれば事業所を探してもら
えるんですね。

　そうです。当センターで持っている情報をもとに、
コーディネートをいたします。

　誰でも相談にのっていただけるのですか？

　原則として障害のある方のための相談窓口になっ
ています。

　どのような外出を支援してもらえるのですか？

　通院、余暇、通学・通所の際などの、移動に関するこ
と全般です。ご希望の外出内容をおうかがいして、ふ
さわしい情報をご提供するようにいたします。

　相談に料金はかかりますか？また予約は必要ですか？

　相談は無料で、予約は必要ありません。

　ガイドボランティアの募集もしている、とあります
が、ガイドボランティアとは、なんですか？

　障害のある方が外出する際に、付添をしていただ
くボランティアのことです。活動をしていただくと、
市から奨励金が出ます。

　ガイドボランティアになるためには、資格が必要な
のですか？
　資格は必要ありません。障害福祉に理解と熱意の
ある人で、18歳以上の方に登録していただきます。

　ボランティアをやってみたいという気持ちがあって
も、どうしたらよいのかわからない人が多いと思いま
すが、どうしたらよいですか？
　定期的に講座を開催予定です。お気軽にお問合せ
ください。

　障害のある方の付添という事で不安を持つ方がい
ると思うのですが…
　活動内容については、事前打合せや顔合わせを行
い、無理のない活動になるよう調整いたします。活動
にあたっては、ボランティア活動保険に加入いたしま
す。

　私もボランティアをしていますが、支援を続けてい
くというのは、大変ですよね。
　具体的な支援の仕方などの講座を開いたり、先輩
ボランティアの話が聞けるような機会を企画したりし
てフォローさせていただく予定です。

　最後に、なにかアピールはありますか？
　職員一同、精一杯お手伝いをさせていただきます。
また、ガイドボランティアを大募集しています。お気
軽にご連絡ください。
　　　　　　　　本日は、ありがとうございました。

瀬谷区移動情報センター
せやまる・ふれあい館2階　瀬谷区社会福祉協議会内
　TEL：361-2202　FAX：361-2328
　　　　相談受付日時：月～金曜日　９時～17時
　　　　　　　　　　（祝日・年末年始を除く）

担当職員の菅井さん

コーディネーター
の黒田さん

瀬谷区地域福祉保健計画
推進シンポジウム開催!!
瀬谷区地域福祉保健計画
推進シンポジウム開催!!
瀬谷区地域福祉保健計画
推進シンポジウム開催!!

◎内容
　★基調講演
　　「あなたの力・知恵を貸して 
            ～できる事を できる人が できる所で～」
　　牧岡 英夫氏（共育ひろば主宰）
     ★地区別計画の取組発表
     ★地区別計画取組紹介パネル展示
     ★区内福祉作業所作品展示販売
◎参加者総数約270人

平成28年11月12日（土）

●参加者の方の感想…

牧岡さんの話は、地域活動の基本だと
思う。点と点が線で結ばれ、やがて面の
おつきあいになるとの話は、日頃の活
動を思い返して大変参考になった。少
しでも太く長い線を増やせるように活
動していきたい。

無理せず空き時間を少し提供することで、暮
らしやすい地域になるのだと改めて感じた。

いろいろな想いを進めていくことの大変さと、
前に進むことで課題は少しずつ解決していく
と改めて感じた。人材は地域にあるのだとい
うことを感じた。振り返りは大切だと感じた。

　ボランティア活動の普及啓発ならびに、ボラ
ンティアグループ相互の関係づくりの場とし
て、また学生ボランティアの活躍の場としてボ
ランティアのつどいを開催します！

＜主な内容＞
◎釜石からのメッセージ2017
◎中学・高校生ボランティア活動報告など
◎車いす体験・手話講座・点字体験・音声訳
　体験など
◎その他、地域内のボランティアグループ
　による軽食や作品、復興支援物品の販売
　があります。

「ボランティアのつどい」
開催のお知らせ

「ボランティアのつどい」
開催のお知らせ

「ボランティアのつどい」
開催のお知らせ

日時●平成２９年３月１８日（土）
　　　１０：００～１4：3０
会場●せやまる・ふれあい館

第２１回
2017.2.28
No.51No.51

●事業内容について

●ガイドボランティアについて

私たちが
窓口です

どちらも障害のある方の外出を支援しますが・・・

広報委員
紅林さん

社協の
中島次長 黒田さん 菅井さん

●ガイドボランティア→特に資格は必要ありません
●ガイドヘルパー→約3日の講義と実習を受講

プチ情
報

瀬谷区
移動情報センター



各種募金のご協力状況平成28年度

賛助会費納入協力状況報告

神奈川県共同募金会瀬谷区支会

ご協力ありがとう
ございました。

※平成２7年度実績については平成２8年1月末日現在、平成２8年度実績については全て平成２9年1月末日現在の実績です。

日本赤十字社瀬谷区地区委員会

●賛助会費とは●
　賛助会費は、瀬谷区内の地区社会福祉協議会と地域福祉
活動団体の運営を支援するために、地区社協へ５５％の還元、
ふれあい助成金の財源として活用させていただいております。

●賛助会員とは●
　本会の実施する事業に対して、ご賛同いただき１年ご
とに会員という形で地域の福祉活動を財政面で支えてい
ただく世帯・個人・法人・団体の方々のことです。

●賛助会費の種類●
　世帯賛助会費（１口1,000円）
　法人賛助会費（1口5,000円）
　個人の方を対象とした世帯賛助会費については、毎年
7月から各自治会・町内会の皆様のご協力のもと、とりま
とめていただいています。

　地域の皆様の善意に基づ
く金銭・物品をお預かりし、
必要とされる方々に配分す
る仕組みで、銀行の機能に
なぞらえて「善意銀行」と呼
んでいます。

世帯賛助会費

法人・個人会費

合計

6,231,857円（昨年度  6,189,500円）

432,000円（昨年度  　460,000円）

6,663,857円（昨年度  6,649,500円）

赤い羽根共同募金

合計

年末たすけあい募金

＜平成28年度実績＞

8,371,675円 8,857,885円
2,327,603円 2,313,198円

10,699,278円 11,171,083円

＜平成27年度実績＞

＜平成28年度実績＞

6,337,305円 6,277,328円
＜平成27年度実績＞ ＜平成28年度実績＞

678,272円 1,022,091円
＜平成27年度実績＞
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善意銀行とは善意銀行とは

※賛助会費は確定申告の際、寄附金控除の対象となります。

（順不同・敬称略）法人賛助会費にご協力いただいた皆様 1月末日現在

●（有）木下左官店　●（株）シンヨー・エーブイ・センター　●（株）三ツ境生花園
●（株）ジャパンダットサンサービス　●（一社）横浜市瀬谷区医師会　●川合機工（株）
●（有）山百合商事　●（有）三貴工業　●珈心館　●コーロ計装（株）
●（株）八雲堂　●（有）橋田商事　●社会保険労務士 花上一雄　●（有）報栄
●（株）谷村工務店　●（株）アアム　●（社福）朋友会 軽費老人ホーム睦荘
●（株）日生設備　●（株）鈴木工業　●（有）カネココントラクション　●三新住研（株）
●（有）山内板金工業　●露木興業（株）　●東都造園（株）　●まこと幼稚園
●（社福）愛光会　●医療法人社団  美里会  瀬谷ふたつ橋病院　●（株）連合社印刷
●三ツ境交通（有）　●（株）岩本工業　●クローバ（株）
●ダスキンヘルスレント横浜西ステーション　●（有）小林鉄筋工業所
●（株）和光テレコム　●税理法人ＴＭＰ　●相原造園土木（株）　●（有）ラ・シード
●（有）朝日スポーツセンター  イシケンスポーツ瀬谷店　●(株)あんざい
●医療法人聖陵会  及川胃腸科内科クリニック　●（株）冨士紙業　●（株）白光社
●（株）三洋工業　●（有）第一産業　●（株）シーケン　●（株）小松工業
●日翔物流（株）　●（有）日本抵抗器特販　●（株）カナコン　●（株）ホーセン
●（特非）ワーカーズわくわく　●瀬谷交通（有）　●（株）アイシマ
●（株）リビングタナカ　●（有）平本ビル　●（株）国際連邦警備保障
●（株）エムテック松崎　●（株）佐川商事　●曙工業（株）　●（有）安芸美装
●（有）忍興産　●（株）伸和　●日総ニフティ（株）

問合せ先 横浜市瀬谷区社会福祉協議会　横浜市瀬谷区二ツ橋町469　TEL：045-361-2117　FAX：045-361-23282

　せや福祉ホームの津田所長は、以前からよく知っていて、細
谷戸地区としては、せや福祉ホームの方にサロンへ来ていた
だいたり、防災訓練に参加してもらったりしています。今回の
交流研修では、名刺交換をして、改めて対面形式でゆっくりと
話ができてよかったです。その話の中から、地区社協の研修と
して、地区に合わせた内容の障害理解講座を3月上旬にお願い
することになりました。            （細谷戸地区●長井　壽）

　今までも細谷戸地区との関わりはありましたが、地区社協と
の関わりを一層深めることにより、児童・高齢の問題とともに、
「障害」についても施設として情報発信ができればと考えてい
ます。今回の研修を通して、更に関わりを深めるきっかけにつ
いてお話させていただくことができて良かったです。

（せや福祉ホーム●津田所長）　　

　支援の必要な方が誰もが安心して日常生活を送るために
は、地域活動と福祉専門職との連携が大切で、身近に専門職
のいる施設は貴重な存在。また、サロンや活動の打合せ等の
場所が近くにない地域もあり、地域にある施設が専門職として
情報提供や場所の貸出等で味方になってくださることを心強
く感じました。（生活支援コーディネーター●村上）

「地域と施設をつなぎ隊！交流研修」「地域と施設をつなぎ隊！交流研修」「地域と施設をつなぎ隊！交流研修」

　住み慣れた地域で、安心して暮らすことを願う障害のある人と、その家族の将来へ
の希望や想い、漠然とした不安などの相談を受けたり、生涯にわたり、障害のある人に
寄り添いながら、その人の願う地域での暮らしが実現できる方法を一緒に考えます。

＜実施日＞平成２８年１２月１５日（木）
＜目　的＞「地域づくり」をキーワードに、地区社協と社会福祉
　　　　 施設による名刺交換や懇談を行い、地域と施設の連
　　　　  携を図る
<地区参加者>14名
<参加施設>12施設（保育園2・高齢5・障害5）

　社会福祉法人の地域貢献に関する取り組みの意識が高ま
っていく中、会員組織である区社協は、地域の声と施設の声
双方を把握していくうちに、お互いの良いところをマッチン
グ出来ないか試行錯誤し、今回の交流研修につながりまし
た。お互いの思いを知り、共通の話題を話すことで関係性は
生まれます。最初は緊張も見え隠れしていましたが、だんだ
んと打ち解け、会場内は大いに盛り上がっていきました。

　地域で生活する障害のあ
る人たちやその家族を支える
ため、さまざまな相談に応じ
ます。必要なサービスを紹介
したり、利用までのお手伝い
をします。どなたでも相談で
きます！

受付期間●3月31日まで
受付場所●瀬谷区社会福祉協議会

眠っている
学用品
を必要な方へ
届けます。

後見的支援制度について

あんしんキーパー

あんしんマネジャー

担当職員本人
基幹相談支援センター

～まだ使える不用品を
　　　  活かす「リユース」～

未使用・新品同様

ノート・コンパス・分度器・マジック
カラーペン・教材（ドリル、問題集等）
消しゴム・色鉛筆・鉛筆（シャーペン）

はさみ・定規

こんなものを集めています

☎045-442-6592
FAX045-442-6593

瀬谷区三ツ境11-6  瀬戸ビル1階

相談先●瀬谷区基幹相談支援センター
　　　　瀬谷区三ツ境1-2　第二ミヤコビル１階
　　　　☎045-274-8300　FAX045-274-8301

※休日や夜間は電話での相談対応となります

報
告

善意銀行

あんしんキーパーとして協
力してくれる人を増やして
いくなど、この制度を地域
に広めます

日中活動の場、暮らしの場
などを定期的に訪問します

本人に何か困ったことがあ
った時に、「後見的支援室」
に連絡する手伝いをします

あんしんサポーター

これまでの本人の暮らしや将来の希望と目標を
聞き取り、本人の見守り体制をつくります。また、
定期的な訪問をしながら、後見的支援計画がうま
く進んでいるか本人と一緒に点検します

後見的支援室

地  域

訪 問

登 録

開拓
・連
携

日中活動の場 地域の協力者
グループホーム

相談機関 地域活動ホーム 区役所  etc.

障害者後見的支援
運営法人

横浜市障害者
後見的支援
推進法人

せや障がい者後見的支援室
まんまる座

★相談受付：月～金曜日
                9：00～17：00　
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