
 

●こども食堂はじまってます！       
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◆放課後デイサービスのお手伝い       ◆デイサービスのお手伝い 

               ◆施設でのお手伝い  ◆中学生の学習支援  ◆イベントのお手伝い② 

●受講者募集中！ 学習支援ボランティア養成講座                  

●設立しました！ 視覚障害者団体「あじさい」  

●せやまる保健情報 
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各地で開設が相次ぐ「こども食堂」。瀬谷区でも「下瀬谷こども食堂」

「よんたくん広場」「大カレーパーティー」などが始まりました。 

それぞれに参加対象者・活動内容は違いますが、地域ぐるみで支援すると

いう主旨は同じで担い手は地域の方々です。食材も地域・企業などからの

寄付などでまかなっています。 

 受講者 
募集中！ 

～せやまる保健情報～ 

学習支援ボランティア養成講座 
様々な事情で、学習が遅れがちな子どもがいます。そうした子ども

たちに寄り添いながら、学習支援や居場所の提供のボランティアを

してみませんか。この講座は、活動に必要となる子どもたちの背景

の理解、支援に必要な知識や心構えを学べる 3回講座です。 

9 月5 日(火)15時～17時 

「子どもの理解、学習支援の意味」 

9 月中旬 

「区内の学習支援の現場見学」 

9 月29 日(金)15時～17時 

「学習支援の実践 

～ボランティアの心構え～」 

第１回 

第２回 

第３回 

会場：せやまる・ふれあい館 ２階 

※第２回は各団体の活動現場 
 
対象：学習支援や子どもの居場所づくり

に関心のある方 20名 

※講座全３回参加できる方 
【共催】 

瀬谷区役所生活支援課 瀬谷区社会福祉協議会 

締め切り：8月 25日まで 

氏名・住所・電話番号・年齢をご記入

の上、Fax、郵送または電話にてお申

込み下さい。 

申込方法 

社会福祉法人横浜市瀬谷区社会福祉協議会 

〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町 469 

      せやまる・ふれあい館 2階 

☎：045-361-2117   

Fax:045-361-2328 

申込先 

視覚障害者団体 

 

今年 6月、瀬谷区に視覚障害者団体

が設立されました。 

名称は… 

「瀬谷区視覚障害者福祉協会  

あじさい」です。 

設立したばかりなので、

しています！ 

詳しくは… 

瀬谷区社会福祉協議会 

までお願いいたします。 

暑い日が続き、熱中症や脱水症状が心配される季 
節となりました。熱中症は、暑い場所で体の水分 
と塩分のバランスが崩れたり、体の調整機能が正 
常に働かなくなることによって発症します。 

①こまめな水分補給を⇒喉が渇いていなくても、こ 

まめに水分補給を。 
②ほどよい塩分摂取を⇒毎日の食事で程よく塩分摂 
取を。過度に摂る必要はありません。 

③室内を快適に⇒エアコンや扇風機を適度に使用し  
ましょう。 

 
◆お手製スポーツドリンクのご紹介◆ 

水：1ℓ 砂糖：大さじ 2 塩：小さじ 1  

レモン果汁：大さじ 1 

この夏も元気に過ごしましょう！！ 

 

 設立 
しました！ 「あじさい」 

【よんたくん広場】 
① 瀬谷第四地区社協 

② 地域の子どもたちが地域の
大人たちと折り紙工作をし
たり昼食にカレーを食べな
がら楽しい時間を過ごす 

③ 地域の小学生 

④ 8月 22日（火） 

⑤ せやまる・ふれあい館 

【下瀬谷こども食堂】 
① 下瀬谷こども食堂実施委員会 

② 孤食の人への支援 

③ 小学生・中学生・未就学児と

その保護者、高齢者 

④ 毎週水曜日 

⑤ 下瀬谷地域ケアプラザ 

【大カレーパーティー】 
① 阿久和北部見守り合い実行委員会 

② カレーや子ども向けの遊びを組み合

わせた子どもたちの居場所づくり

や、その親たちも含めて地域とつな

がりを深める 

③ 誰でも 

④ 隔月 1回 

⑤ 見守り合い広場 

(向原第二公園) 

★子どもが一人でも来られる 
★見守る大人がいる 
★継続的な居場所・活動である 

① 実施団体 
② 活動内容 
③ 参加対象者 
④ 活動日 
⑤ 活動場所 



 

☎045-361-2117 Fax.045-361-2328 

E-mail:seya01@yokohamashakyo.jp 

ボランティアについての 

お申し込み・お問い合わせは… 

瀬谷区ボランティアセンター

へ 

 

≪イベントのお手伝い②≫ 
 
9月 10日は世界自殺予防デーです。瀬谷区では 9月 8日(金)に三ツ境駅・瀬谷駅において、瀬
谷区の福祉保健の相談先を印刷したチラシ・啓発物品などを配布し、自殺対策街頭キャンペー
ンを行います。 
当日、お手伝いしてくださる方を募集しています。 
 
日時：９月 8日(金)16時～17時 (集合時間 15時 40分) 

場所：・三ツ境駅人工広場及び区役所側の歩道橋 

   ・瀬谷駅前広場(北口)及び南北自由通路 

内容：当日のイベントの準備及び啓発物品などの配布 

募集：年齢・性別不問、各駅とも 5名程度 

募集締切り：8月 31 日(木)までに瀬谷区ボランティアセンターへ、お電話にてお申込み下さい 

主催：瀬谷区役所 

 

≪中学生の学習支援≫ 
 
区内中学生を中心とした子どもの学習支援と

居場所づくりを提供しています。専門的な知
識は必要ありません。話し合いながら、子ど
も 1人 1人のペースに合わせてサポートして
ください。 
 
名称：このは塾 

日時：毎週月・木曜日  

※どちらかだけでも可 

18時～21時 

場所：せやまる・ふれあい館 2階 

（二ツ橋町 469） 

内容：中学生を中心とした子どもの学習支援、

話し相手など 

募集：性別不問、大学生以上、数名募集 

費用弁償：あり 

実施団体：NPO 法人あすなろ 

 

 

≪施設でのお手伝い≫ 
 
「でっかいそら」はお子さんが楽しい時間を

過ごし、またご家族の方が安心して預けられ
るよう「障がい児放課後活動事業」を行って
います。日常生活における基本活動の習得や
集団生活に体験を通して援助することを目的
としています。元気いっぱいな子どもたちを
見守りながら一緒に遊んでください。 
 
日時：月曜日～土曜日 13時～17時 

場所：☀おひさま 本郷 1－63－12 

    ☀ひだまり 本郷 3－1－21 

内容：障がい児の放課後活動事業 

   遊び相手、見守り、トイレ介助など 

募集：性別不問、高校生～50才代 

   2～3 名募集、ボランティア活動保険要

加入(本人負担) 

動きやすい服装でご参加ください 

費用弁償：あり 

実施団体：NPO 法人でっかいそら 

 

≪睦荘まつりのお手伝い≫ 
 
睦荘は「自身の身の回りのことは、自身で行
う」自立している方の入居施設です。 
毎年恒例の「睦荘まつり」を行います。出店な
どの準備や片づけのお手伝いをしてくださる方
を募集します。入居者の方はレクリエーション
をとても楽しみにしています。ぜひ一緒に楽し
い時を過ごしてください。 
 
日時：9月 28日(木) 

10時～16時 

場所：軽費老人ホーム睦荘 

（阿久和東 3-55-1） 

内容：まつりの手伝い、準備、片付けなど 

募集：性別・年齢・人数不問 

   食事提供あり、動きやすい服装、暑いので

タオル持参 

実施団体：軽費老人ホーム睦荘 

 

≪イベントのお手伝い①≫ 
 
こどもログハウスにて夏のイベントを開催
します。今回は「こどものもりプレイパー
ク」との共催です。 
暑い夏は外で思いっきり水遊びをしよう！ 
 
日時：8月 27日(日)10時 30分～15時 

場所：瀬谷中央公園こどもログハウス 

および瀬谷中央公園 

内容：来場者との交流 

会場設営補助、受付補助 

会場への誘導・整理・片付け 

募集：性別不問、中学生・高校生・大学生 

5～6名募集 

ボランティア活動保険要加入 

(本人負担) 

動きやすい服装でご参加ください。 

募集締切り：8月 19 日(土)まで 

実施団体：NPO 法人 

区民施設協会・せや 

≪放課後デイサービスのお手伝い≫ 
 
「ツリーハウス」は、閑静な住宅街にある
一軒家の施設です。近隣住民のご理解もあ
り、通所している児童も毎日元気にのびの
びと過ごしています。元気な子どもたちと
楽しい時間を過ごしてみませんか。 
 
日時：月曜日～金曜日 

場所：放課後等デイサービス ツリーハウス 

   （阿久和東 2-16-7） 

内容：放課後、小学 1～3年生の発達障害な

どのある児童の見守りやお手伝い 

募集：性別不問、大学生以上、2名募集 

費用弁償：あり 

実施団体：放課後等デイサービス  

ツリーハウス 
 

≪デイサービスのお手伝い≫ 
 

デイサービスに来られる利用者さんへのお茶の

提供、ドライヤーがけ、お話し相手をしてくだ

さる方を募集します。                     
 

日時：曜日不問 10時～12時 

場所：介護老人保健施設ハートフル瀬谷 

（中屋敷 2-2-1） 

内容：デイサービスのお手伝い 

お茶の提供、お話し相手など 

募集：性別不問、数名募集 

実施団体：介護老人保健施設 ハートフル瀬谷 

 

家庭的な雰囲気を 
大切にしています… 
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