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行こう
栄区にボランティアセンターがあることをご存知でしたか？
所在地は、小菅ヶ谷３丁目、地球市民プラザの北東側、ＪＲ根岸線のガードをくぐってすぐ左に入った
奥の建物で、栄区社会福祉協議会とともに栄区福祉保健活動拠点の中にあります。
ボランティアセンターをちょっとのぞいてみましょう。

まず玄関からどうぞお入りください。建物１階
は、バリアフリーになっています。自動ドアを入
ると左手に様々なボランティア活動や講習会等の

作室・録音室があります。
玄関に戻り左に入ると事務室、給湯室、多目的
研修室があります。

お知らせが所狭しと並んでいる棚があります。そ

玄関からまっすぐ奥に入ると右手に一般のト

の先に公衆電話が一台。ドアの右手には、今日の

イレがあります。朗読室の前のトイレは、障害者

貸室状況が一目でわかる白板があります。

用です。

その先を右に曲がると朗読室、編集室です。そ

次ページにボランティアセンターでは何を行

の隣は印刷室。さらに奥には団体交流室・点字制・ っているのかご紹介します。
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① ボランティアをしたい人、ボランティアをお願いしたい人をつなぐ
お手伝いをします。（ボランティアコーディネーターがお手伝いします）
＜今までにこんなお手伝いの依頼がありました＞
○高齢者や障害のある方の庭の草取りや剪定
○高いところにある物の移動
○保育園までの送迎
○壊れた塀の修理

○障害児の余暇活動のお手伝い

○障害児・者の水泳訓練会でのお手伝い

○話し相手

○病院付添い

○手紙の翻訳

など・・・・・・

○ゴミだし

○ペンキ塗り

但し、高齢や障害等のためにお困りの方に限らせていただいています。

＜ボランティア登録をすると＞
○2 ヶ月毎に発行されるボランティア情報紙「そら」が送られてきます。
○ボランティアの依頼がボランティアセンターへ届くと、コーディネーターから「ボラ
ンティア活動をお願いします」というお便りが届きます。
○施設等の催し物の情報を知ることができます。
○ボランティアの仲間と友達になれます。

あなたもごいっしょにボランティア活動はいかがですか！

②今までに開催した講座の例
○手話講座
○男性ボランティア入門講座
○障害児・者サポートボランティア養成
講座
○剪定ボランティア養成講座
○移送ボランティア養成講座
○傾聴講座
○中高生サマーボランティアスクール
○レクレーション講座
○バリアフリー講座
など・・・・・・・・・

③ボランティア活動に関する相談も
どうぞ！
＜相談の例＞
○障害児・者への接し方について教えてください。
○訪問したら困ってしまいました。話が長くてなか
なか帰してくれないし、このような時どのように
対応したらよいのでしょうか。
○何をしたらよいのか分かりません。
○新しくボランティアグループを立ち上げたいの
で教えてください。
○ ボランティア保険について知りたいのですが。
○ ボランティア活動には、特別な資格や年齢制限
があるのでしょうか。

④福祉教育のお手伝いをします
栄区内の小学校や中学校へ出張講座を行いま
す。

⑤善意銀行の紹介
個人や団体から善意の寄付金品

成長過程での福祉体験は、たいへん貴重で重要な
意味があります。総合的な学習の時間で福祉教育に
取り組む学校も多くなりました。
ボランティアセンターは、依頼があればいつでも

をお預かりし、栄区内の福祉施設や
ボランティアグループ 等へ配分し
ています。

最大限の協力をします。車いす体験、シニア体験、

バザー収益金の一部、チャリティ

点字と誘導体験、福祉教育教材「わくわくわーく」

コンサートでの寄付金等を、福祉事

を使っての体験など、先生やお子さんたちといっし

業へ役立ててほしいとたくさんの

ょに考え協力しあって福祉体験ができるようにサポ

善意が寄せられています。

ートしています。

⑥福祉保健に関する活動をおこなっ
ているボランティアグループ等へ
お部屋を提供します

・・・いかがでしたか？・・・
興味のある方は、栄区ボランティアセンタ
ーへぜひお越しください。

ボランティアグループにとって拠点がある
ということは、活動が安定して行えるための重

○ボランティアセンターは、月曜日から土

要な要素の一つです。また、印刷やコピーなど

曜日まで、午前 9 時から午後 5 時まで

は、活動をしていく上で欠かせません。印刷機、

開館しています。

コピー機、紙折り機等が備え付けられていま
す。（一部有料）
ボランティアセンターを利用するには、申請
及び登録が必要です。窓口で申し込み用紙に記
入の上、提出してください。

募 集
☆新会員募集「やよい会」

☆送迎ボランティア募集

障害者（主に肢体不自由者）地域作業所「ひだ
まり

あったかい社」の送迎運転ボランティアさ

やよい会では、いろいろな障害後遺症のある方々が、 んを募集します。
リハビリを兼ねたレクリエーションやスポーツを行っ

車

種：トヨタグランドハイエース

たり、バス旅行を計画したり、カラオケなどをして楽

時

間：午前 8 時 30 分〜午前 10 時頃まで

しく過ごしています。入会して、楽しい時間をごいっ
しょに過ごしましょう。
実施日時：毎月 2 回

午後 3 時〜午後 4 時 30 分頃まで
場

午後 1 時〜3 時 30 分

所：港南区港南台 7-40-1
鎌倉街道清水橋交差点近く

活動場所：栄区福祉保健活動拠点（多目的研修室）

送迎地域：港南台及び周辺地域

年会費：本人 2,000 円、介護者 1,000 円

連絡先：(８３３−３０４５

連絡先：森キミ

(８９４−２８０１

（入会、見学ご希望の方はご連絡ください）

牧野

＊関心のある方お電話ください。
＊見学歓迎いたします

お知らせコーナー
☆ 第 3 回わ〜くわくまつり
+日頃製作している手作り製品の販売、日用品の
バザー、模擬店、ゲームコーナーもあります。
日

笠間地域ケアプラザ

☆笠間ケアプラ祭＜夏休み最後の思い出つくり＞
日

時：８月３１日（日）

時：10 月 4 日（土）
午前 10 時 30 分〜午後 2 時 30 分

会

講 座 の紹 介

場：中途障害者地域活動センター「わ〜くく
らぶ・さかえ」（中野町 31-1）

午前１１時から午後２時まで
会

場：笠間地域ケアプラザ

内

容：軽食、ゲーム、活動展示等

問合せ先：(８９０−０８００ ひがき

連絡先：(８９３−５５３６
◎ 雨天決行。駐車場無し。

☆住まいの修繕学校 （全７回）
・・・プロが教える暮らしのリフォーム・・・

◎ バザー用品の寄付をお願いします。

ちょっとした修理なら自分で直してみましょう！

わ〜くわくまつり実行委員会

日用雑貨（食器、タオル、シーツなど未使用

今話題のセルフリフォームの知識や技術をプロの

のもの）

職人に習う実践講座です。

食料品（賞味期限内のもの。生ものは除く）

第１回

９月

締め切り（9 月 26 日までにわ〜くくらぶ・

第２回

１０月

５日（日）ガーデニング体験

さかえまでご持参ください）

第３回

１１月

２日（日）タイル貼り

休館日（土、日、祝祭日）

第４回

１２月

７日（日）水回りの修理

７日（日）網戸の修理

第５回

１月１１日（日）家具の傷直し

中野地域ケアプラザ

第６回

２月

１日（日）電気設備（ｺﾝｾﾝﾄ等）

☆介護者の集い学習会
テーマ「食事の介護について」

第７回

３月

７日（日）壁紙の張替修理

講

師：三浦孝紀（デイサービス「晴」職員）
福祉用具事業者

日

時：10 月 11 日（土）
午後 1 時 30 分〜3 時 30 分

内

えんげ

容：嚥下（食物をのみくだすこと）の難しい
人の介助方法、食べるための道具や食
材、姿勢について等を学習します。

会

場：中野地域ケアプラザ

時

間：午前１０時から１２時

会

場：笠間地域ケアプラザ３階多目的ホール

協

力：NPO 法人

参加費：無料
定

は、車いすのまま乗車できる区社協のリフト車２台と
ボランティアさんの自家用車で実施されています。ど

ひがき

大好評！さかえ福祉活動ホームの
｢サマーカーニバル」のご案内
日

時：８月２４日（日）午後３時〜午後７時
（但し古着コーナーは、午後６時まで）

会
毎日多くの方に利用いただいているこの サービス

員：各２０名（先着順）

申込・連絡先：(８９０−０８００

連絡先：(８９６−０７１１岩見、及川

区社協の送迎サービスからひとこと

住まいの学習館

場：さかえ福祉活動ホーム（小雨決行）
JR 本郷台駅下車

徒歩 15 分

栄図書館隣

出し物：模擬店（焼きそば、綿菓子）
バザー、古着、ゲームコーナー
連絡先：(８９４−２４２４

清藤、原

ちらも運転はボランティアさんで 、主として通院など
に利用されています。利用者の中には、タクシーと間
違える方がいますが、タクシーではありません。この
サービスは、ご近所同士の助け合いや支え合いをモッ
トーとしています。まさにボランティア活動です。

みんな 待ってるよ！

