
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

栄区は、昭和４０～５０年代にかけて大規模な宅地造成が行われ、新興住宅地があちらこちらに

できました。それから２０年以上の月日が流れ、栄区は、成熟し落ち着いたまちになってきました

が、同時に少子・高齢化が進み、新たな取り組みが必要になってきています。 

 

最近、スーパーで奥様と連れ立ってお買い物をされたり、図書館で熱心に調べものをされている

男性の姿をよく見かけるようになりました。 

  地域の中に自分の居場所はありますか。 

男性の場合、定年退職後初めて地域の活動に参加したという 

方がほとんどといって差し支えないでしょう。 

町内会の役が回ってきた、知り合いの人から誘われた、妻か 

ら勧められたなどが地域活動のきっかけになることが多いよう 

です。しかし、そのようなきっかけが無く、何となく毎日を過 

ごしていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。現役時代 

に培った能力や技術を提供する活動、あるいは全く異なった分 

野での活動などさまざまな分野で先輩たちが活躍しています。 

さあ！あなたも地域へ出て何か始めてみませんか。 
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男性もやってみようよ ボランティア！   ＜その１＞ 

高齢者宅の草刈作業 竹炭作りの作業 パソコン指導 

音声入力ガイドを使っての

パソコン学習 



男性が参加しているボランティア活動（栄区内）をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア情報紙「そら」では、これまで

さまざまな分野で活動されている男性ボラン

ティアを紹介してきました。翻訳の本間さん

（２５号）、水泳の桐生さん（２５号）、パソコ

ン指導や送迎の西村さん（２５号）、園芸の長

谷川さん（３１号）、凧つくりの名人吉田さんä

（３１号）、工作の横井さん（３２号）、いでた

ち点字パソコングループ（３３号）、竹炭の市

田さん（３３号）など、特技を生かした活動を

行っている方々です。 

 今回は、「パソボラ横浜」と「送迎サービス」

の活動を紹介します。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パソコン指導／外国人への日本語指導や学習指導等／送迎サービス

の運転／配食サービス（調理をしてお弁当を届ける活動）／ミニデイ

サービスの話し相手や昼食つくり／簡単な修理／力仕事／剪定や草取

り／点字や点字パソコンの手伝いと誘導／手話の勉強／障害者スポー

ツの支援（車いすダンスやホッケーの手伝い）／福祉施設の事務作業

等の手伝い／おもちゃの修理／その他いろいろ。 

               代表 山本邦夫さん 
 

 8 月 19 日の午後、中野地域ケアプラザで活動している 
「パソボラ横浜」を取材、錬石

ねりいし

さんにお話を伺いました。 
 
『パソボラ横浜は、高齢者、障害者、一般の方々へパソコ 

ン指導を始めて 2 年半になります。パソコンに興味はある 

けれど習いに行くのはちょっと気が重い・・という方々に 

身近なところで気軽に習える場を設けたいと思い、活動を 

始めました。学習会員の中には定年退職をされた男性も多 

く、これまでパソコンには手も触れたことが無かった人が 

熱心に学習され、マイホームページを立ち上げるなど楽し 
く活動をしています。会員間の連絡はＥメールで行い、Ｅメールはまだという会員には電話で対応し
ています。活動日には、講師 2～3 人が学習者一人一人の学習レベルに合った指導を行っています。

また、中野地域ケアプラザのデイサービス利用の高齢者や、セルプ杜
もり

で働いている障害のある方が 

パソコン教室の日は朝から楽しみにしておられます。皆さんが上達をされるので、ボランティアをし

ている私たちが励まされ、講師たちにとって生きがいの一つ

になりました。活動場所を提供していただいている中野地域

ケアプラザには、ボランティア活動でもっともっと還元した

いと考えています』（錬石さんのお話） 
 

私たちが取材している間も「ここちょっと教えてくださ 

い」とか「いいねー」など、学習者と講師の間で活発にやり

取りがなされ、和気あいあいとした楽しい雰囲気が漂ってい

ました。 

・・・・（入会金３０００円、指導料１回８０分２００円で、７０歳以上及び障害のある方は無料です）                                                            

パソボラ横浜 
活 動 内 容：パソコン学習支援 

主な活動場所：中野地域ケアプラザ

問合せ先：(８９１－４５２４山本

URL http://www6.plala.or.jp/phama/
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高齢や障害などにより、通院等に

通常の交通手段では、困難を感じ

ている方がおられます。栄区社会

福祉協議会では、ボランティアさ

んの運転による送迎サービスを行っています。

 月平均の送迎回数は、約３００回です。その

中で８２％が通院のための利用で、１２％が福

祉施設等への利用になっています。 

栄区社協の送迎ボランティア登録者は６２

名です。男性５４名、女性８名。定年退職後活

動をはじめた方、現役だけど休みの日にボラン

ティアで送迎をしている方などさまざまです。

また、月に 1 回の活動から４０回もの送迎活動

をしてくださっている方もおられます。皆さん

ご自分の時間をさいて協力してくださってい

ます。 

社協の送迎サービスは、ボランティアさんの

ご協力で成り立っています。 

    

 ＜ボランティアからひとこと＞ 
送迎活動を行うようになったきっかけや、感じ

たこと、うれしかったこと、困ったことなどにつ
いてお聞きしました。  

  Ê Ê Ê   

G さん：若い頃に比べ運転が上手になったと友人

に言われるようになりました。送迎ボランティ

アをやるまでは栄区内の地理に疎かったので 

すが、今では知らないところが無いくらいによ

く分かるようになりました。困ったことはあま

り無いのですが、車いすを車のトランクに積み

込むのが最近ちょっときつくなってきました。

（やさしい運転をされる G さんは、安心して 

乗ることができると評判です） 
 

  Ê Ê Ê  

O さん：今まで仕事一筋だったのでボランティア

活動のことは何も知りませんでした。町内の回

覧板で送迎のことを読み、活動をはじめまし

た。困っている人のお手伝いができて大変やり

 がいのある活動だと思っています。利用者との

 対話も楽しく、できる限りお手伝いをしたいと

 思っています。 

（ボランティア精神旺盛な O さんは、高齢者や 

障害のある人の強い味方です） 
 

  Ê Ê Ê  
Ｎさん：いつまでも元気でいたいと健康維持のた

めに卓球を楽しんでいます。また、誰かのお役

に立ちたいと送迎のボランティア活動を行っ

ています。いろんな方に会えて楽しくお手伝い

させて貰っています。 

（まじめで几帳面なＮさんは、利用者からも信

頼されています） 

送迎サービスのボランティア活動 
 

 

小さいけれど、毎日大活躍の大魔神号 

男性は、力仕事や車を使った送迎、パソコン指導、高齢者や障害者を対象とした活動への支援な

どが入りやすいようです。また、ネットワーク作りは、男性が得意とする分野です。最近の動向と

してはボランティア活動の分野も多岐にわたり、活動のあり方も変わってきています。これからは、

活動の範囲を広げたり活動内容を深めるためにも、豊富な社会経験をされた多くの男性に積極的に

ボランティア活動へ参加していただき、より豊かな地域社会の発展へ貢献していただくとともに、

自分自身の健康の維持や、やりがいの発見へつなげていただきたいと願っています。 



                

ボランティアとは何だろう、何をすればよいのだろうといった不安や疑問がたくさんお

ありになることでしょう。ぜひ、講座を受講され、ボランティア活動についての疑問を解

消して、あなたもぜひ地域の活動に参加してみましょう。あなたの手助けを待っている人

がきっと周りにいらっしゃいます。 

・・・ 地域で活きるあなたの力、活かして下さい男の底力 ・・・ 

● 対 象  区内在住または区内在勤している男性（年齢不問） 

● 定 員  ５０名                  

● 参加料  ５００円（保険代、資料代として当日徴収）    ＜宛先＞ 

● 時 間  第４回以外は 午前１０時～１２時 

● 申 込  ハガキに住所・氏名・電話番号・年齢を 

明記の上、右記へ送ってください。 

ファックスでも可。 

※ 応募者多数の場合は抽選 

● 締切り  平成１５年１１月２０日 必着 

● 主 催    栄区社協ボランティア部会・栄区社会福祉協議会 

● 問合せ  栄区社会福祉協議会（(８９４－８５２１・ファックス８９２－８９７４）白坂 

                                                                          

                         

日程 項目 内容 場所 

第１回 

11 月 29 日（土） 

10 時～12 時 

・ボランティアとは         

・社会福祉協議会って何しているところ    

・地域を支えている福祉施設 

 

ボランティアさんによる講演 

社会福祉協議会の事業内容紹

介 

区内福祉施設の紹介 

栄区福祉保健活動拠点 

第２回 

12 月 6 日（土） 

10 時～12 時 

・地域を支えているボランティア活動 

・語ろう、これからの夢        

・発見しよう、自分の才能       

・自分で作るもう一つのプロジェクトＸ 

区内ボランティア団体の紹介 

参加者による自己紹介等 

栄区福祉保健活動拠点 

第３回 

1 月 17 日（土） 

10 時～12 時 

・歳をとるってどういうこと 

・不自由ってどういうこと 

 

高齢者疑似体験 

車椅子体験・アイマスク体験 

栄区福祉保健活動拠点 

第４回 

1 月 18 日（日） 

～２月 27 日（金） 

・体験しようボランティア 

（左記日程の中から 1～2 日間の実習） 

施設、VO 団体でのボランティ

ア体験 

区内各施設、ボランテ

ィア団体活動場所 

第５回 

2 月 28 日（土） 

・語り合おう、地域での生活 本講座を終えて、グループに

よるディスカッション 

栄区福祉保健活動拠点 

〒247-0007 

横浜市栄区小菅ヶ谷３－32－12 

栄区福祉保健活動拠点内  

栄区社会福祉協議会 

男性ボランティア講座応募係 

１０月から栄区社協あんしんセンターで、権利擁護事業が始まりました。権利擁護にかかわるご相

談や、福祉サービスの利用援助や金銭管理を、契約にもとづきお手伝いいたします。 

栄区社会福祉協議会からのお知らせです！ 


