
 

●ボランティア団体一堂に！ 第 22 回ボランティアのつどい           

●ボランティア募集中！    ◆配食サービス調理ボランティア    ◆保育ボランティア      

               ◆イベントのお手伝い        

●せやまる保健情報 

●ボランティア講座 開講 参加者募集！  

●「ほっこりカフェ」定期開催決定！ 

●こんにちは、「瀬谷区社協あんしんセンター」です！  

●被災地復興支援の取り組み・被災地支援事業街頭募金・釜石物産販売 
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このボラだよりは２カ月ごとにお届けしています。次回は 6 月初旬発行予定です。ご意見・ご感想をお寄せください。 

 

12月 2日（土)に開催された「せやま
る・ふれあいまつり」、3月 17日(土)に
開催された「ボランティアのつどい」に
て、瀬谷区被災地支援実行委員会が
中心となり、ボランティアバスに参加した
横浜隼人高校生とともに釜石物産展を

実施しました。両日とも大盛況で完売と
なり、242,930円の売上となりました。 
販売・購入にご協力いただきましたみ

なさま、ありがとうございました。 

今年も瀬谷区被災地支援実行委員会主催による、 
3月 11日（日）に三ツ境駅・瀬谷駅で街頭募金が実施
されました。三ツ境駅は 25名（内横浜隼人高校生徒
10名）、瀬谷駅 15名の方が瀬谷ボランティアバス運行
のための募金活動に参加しました。 
合計で 164,456円の善意の募金が集まりました。募

金は全額、瀬谷区社協被災地支援事業へ寄付されま
した。 

 

ご協力いただきました 

みなさま 

ありがとうございました♪ 

3月 17日(土)に開催された「第 22回ボランティアのつ

どい」の中で、「釜石からのメッセージ」を実施しました。 

今回は、瀬谷ボランティアバス運行開始時から参加して

いる「瀬谷区災害ボランティアネットワーク」会員の篠康房

さん、横田カツ子さん、阿部真澄さん、「横浜隼人高校」西

野励裕さん、土谷香葉さんにお話をしていただきました。 

篠さんには、参加した７年間を 

ご自身で撮影した映像とともに 

振り返っていただきました。 第 22回 
ボランティアのつどい 

3月 17日（土）せやまる・ふれあい館で開催されました。 

この催しは、「釜石からのメッセージ」、「中学生・高校生ボランティア活動報

告会」や点字・音声訳や手芸体験コーナー、車いすの試乗、カレー・タコスなどの

販売もあり、ボランティア団体の発表の場となっています。 

今年度は、「介護ロボット【パロ・パルロ】」も加わり子どもたちだけでなく大

人にもたいへん人気で、とてもにぎやかなイベントとなりました。 

 

 ボランティア団体 
一堂に ！ 

ボランティア活動に取り組む中学生・高校生 ≪受け入れ側施設の方と一緒に♪≫ 

「ボランティア活動報告会」にて活動を通して感じたこと、勉強になったことなどを

報告しました。 

 

点字体験 

パソコンで 
シール作り♪ 

音声訳体験 

コーヒーボランティア
も初参加！ 海外に送る不要に 

なった毛布にペイン
トしました 
しました 

カローリング・吹き矢
も大盛況！ 車いす体験 

大人気のカレー！ 

発表会場までの階段や壁には「ボランティアバス 
ストリート」と題しこれまでの歩みを展示しました。 
これからもみなさまのご支援ご協力よろしくお願い
いたします。 

「がれきの撤去からはじまり、祭りの手
伝い、仮設住宅では一緒に料理などを
し、交流をしてきた。月日は経ってはい
るが、まだまだ支援が必要と感じる…」 

平成 26年度仮設住宅にて 
「ちゃんちゃん焼き」 

平成 23年度がれき撤去作業 

平成 29年度 
仮設住宅にて清掃活動 

平成 24年度祭りの手伝い 



 

日 時 ： 5月 29日(火)10時～12時 

場 所 ： せやまる・ふれあい館 2階 
内 容 ： 幅広い年齢の方が簡単にできる 

おり紙や薬箱など生活に役立つ 
折り方を習おう！ 

募 集 ： 

 

参加費 :  

ボランティアのスキルアップや大人から子供

まで楽しめ、グループなどでも役立てていた

だける、さまざまなボランティア講座を開講

します。 

ボランティア講座 開講!  
参加者 
募集！ 

【開催予定日時】 

毎月第 2木曜日 
14 時～16 時 

※ 8月と 12月は休み  

【開催場所】 

特別養護老人ホーム 

「愛成苑」 
（瀬谷町 4131-16） 

 
詳しくは… 

二ツ橋第二地域ケアプラザ 
髙木・村上まで   
☎ 360-7855 

ハンドドリップによる 
オリジナルブレンドコーヒー
をお楽しみください♪ 

認知症の方やご家族、障がいのあ

る方、子育ての方など、大人から子

どもまでどなたでも気軽に参加で

きて、ホッとひと息つける居場所づ

くりを目指しています。福祉や介護

の専門家がおり、気軽に相談でき

る環境を整えています。 

 

「ほっこりカフェ」 
定期開催決定！ 

 
お申込み・お問合せは 
瀬谷区ボランティアセンターへ！ 

☎:045-361-2117 
FAX:045-361-2328 

E-mail:seya01@yokohamashakyo.jp 

≪申込み方法≫    

氏名・住所・年齢・電話番号をご
記入の上 Fax またはお電話でお申
し込みください。 

≪申込み先≫ 
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 
瀬谷区ボランティアセンターまで 

 

 

ボランティア分科会会員…30名 
一般…15名 

≪配食サービス調理ボランティア≫  
高齢者、障害者の方々に毎週木曜日、昼食を作
りお届けしているボランティアグループで
す。地域の方が調理・配達をすることでコミ
ュニケーションを大切に活動しています。今
回は調理ボランティアを募集します。みなさ
んのやさしさをお待ちしています。  
◆日時 毎週木曜日（うち月 1 回の活動）  

9 時～13 時 30 分 

◆場所 南瀬谷小学校コミュニティスクール 

調理室（南瀬谷１-１-１） 

◆内容  弁当調理 

◆募集 女性、70 歳未満の方、3 名 

◆実費弁償あり 

◆実施団体 配食サービス「たんぽぽの会」    

     

 

 

ご家族のため

に役に立ちた

い…という方、 

一緒に活動を

しませんか♪ 

 

ボランティア分科会会員…無料 
一般…100円 

高齢の方や障害のある方の生活や金銭管理などに関する相談
をお受けしています。      相談は無料です 

お問合せ先 

瀬谷区社協あんしんセンター 
☎：045-361-2262  Fax : 045-361-2328 
E-mail：info@seyaku-shakyo.jp 

 

こんにちは、「瀬谷区社協あんしんセンター」です！ 

✿✿✿ ✿✿✿  春は、環境変化や、朝晩の寒暖の差もあり、体調を

崩しやすい時期です。 元気に過ごすために 

規則正しい生活を心がけましょう ! 
 

 
朝ごはんを食べると
腸の働きが活発にな
り、便が出やすくりま
す .朝はどうしても慌
ただしくなりがちです
が十分なトイレタイム
が取れるように、朝の
生活リズムを整えまし
ょう。 

 

な一日を♪ 

～せやまる保健情報～ 

 
十分な睡眠は「日中の疲れを
とる」「情緒の安定を保つ」
「病気を治す力が増す」こと
につながります。 
 

 
朝食を食べることで、
身体が目覚め、その日
の体のリズムが始まり
ます。よく噛んでしっか
り食べましょう。 

 

≪保育ボランティア≫  
日頃育児をがんばっているママたちに、チョ

ッとだけ大人の時間を楽しんでもらうため、

お子さんを 1 時間程度預かります。預かった

子どもたちと楽しく過ごしていただくボラン

ティアを募集します。  
◆日時 偶数月第４木曜日 

10 時 30 分～11 時 30 分 

◆場所 中屋敷地域ケアプラザ 

 （中屋敷 2-18-6）  

◆内容 子どもと一緒に遊んでください。 

◆募集 女性、2 名  

◆実施団体 中屋敷地域ケアプラザ 

 
元気いっぱいな0～3歳のお子さんたちです！ 
優しさで子どもたちを包んでください♥ 

≪イベントのお手伝い≫ 
こどもログハウスにて春のイベントを開催し
ます。今回は「こどもスポーツフェスティバ
ル」です。ボランティアの方にも楽しく活動
していただけるイベントです。 
ぜひ、ご参加ください。 
◆日時 平成 30 年 5 月 20 日（日） 

13 時～16 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 「こどもスポーツフェスティバル」の

手伝い、会場設営補助・受付補助・会
場への誘導・整理・片付けゲームの補
助など 

◆募集 性別不問 中学生以上 5～6 名 
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 5 月 11 日まで 

◆実施団体 NPO 法人区民施設協会・せや 

 
中・高・大学生 
大募集！ 
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