
  

  

  

  

  

  

   

男性もやってみようよ ボランティア！           ＜その３＞ 

   

 

どんな活動ができるんだろう？ 

シリーズ「男性もやってみようよボランテ

ィア」は、３回目になりました。 

このシリーズでは、パソコン指導、おもち

ゃ病院、送迎など目的と活動がはっきりし、

主に男性が活躍しているグループを紹介し

てきました。 

今回ご紹介するグループは、『必要とされ

ることなら何でも取り組もう』という、たい

へん幅広い活動をしている会です（２ページ、

３ページに掲載）。迷っているあなたに是非

ご紹介したいグループです。  ＊ ＊ ＊ 

  

 

 

 

 

ボランティアセンター紹介！ 

皆さんは、栄区ボランティアセンターにつ

いてどのようなイメージをお持ちですか。 

何だか分からないけど《ボランティア活動に

ついての情報をもらえるところかな？》とか、

《ボランティアの人たちがいろいろな活動をお

こなっているところ？》など漠然としたイメー

ジをお持ちではないでしょうか。 

栄区ボランティアセンターでは、ボランテ

ィア依頼・調整、情報の提供、器材貸出し、

ボランティア講座等を行っています。関心の

ある方は、ボランティアセンター（４ページ

参照）に行くことからはじめてみませんか。        

 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  

 

 

 

 

 

 

 

 

栄区承認番号５４号 

回覧            

   
   栄区社会福祉保健ボランティア情報紙 

第 38 号 平成 16年 2月 1日発行 

発行 社会福祉法人横浜市栄区社会福祉協議会 
栄区小菅ヶ谷 3-32-12 栄区福祉保健活動拠点内 

(８９４-８５２１ Fax８９２－８９７４ 
E-mail：office＠sakaeku-shakyo.jp 

URL：http://www.sakaeku-shakyo.jp 

 

お知らせ 

送迎サービス車 新さかえ号登場！ 
声：さかえ号が新しくなったんだって？ 
ボランティア：そうなんですよ。ピカピカの真っ白い 

「さかえ号」になりました。 
声：乗り心地はどうなんだろう？ 
ボランティア：前よりいいと思いますよ。助手席が、 

ドアスイッチで回転し、道路まで下がってきて、 
乗り降りが楽にできるようになりました。車椅 
子は、前よりしっかり固定されるようになった 
ので、振動が少なく安定して乗れます。 

声：いいことづくめですね。 
ボランティア：でも、問題が一つあります。 
声：え―ｯ！どうしたんですか？ 
ボランティア：前のより操作に時間がかかるんです。  
声：しっかりと固定するためには仕方がありませんね。 
 

 
ボランティア：時間に余裕をみて、早めにお迎え 

に行きますので、よろしくご協力お願い 
いたします。 

  
          

さ か え 号 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どんなチーム編成になっているのでしょうか？ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                           代表 宗像
むなかた

 普
ひろし

さん 
 平成１０年４月、男性ボランティア講座終了時に有志１３名で設立、活動を開始しました。 

現在会員数４６名、４０歳代から８０歳代までで構成されていますが、６０歳代が８０％を占めて

います。 

会の目的は、住みよい地域社会をつくるためのボランティア活動と、情報交換および会員相互の

親睦です。宗像さんはボランティア活動に男性が関わることで、もっと住みよい街ができるのでは

と話してくださいました。 

会の構成は、６つのチームからなり、会員は自分の好きなチームに入って活動しています。以下

分野ごとに紹介いたします。 

主な活動場所：栄区福祉保健活動拠点  問合せ先：電話 045-891-4203 池田      

URLhttp：//members.at.infoseek.co.jp/idetachi/info.htm 

い で た ち 

1、 利用者と直接ふれあうチーム 

  高齢者や障害のある方の話し相手、水泳訓練会

（障害児・者）、外出の介助等のお手伝いをして

います。 

2、利用者の暮らしを支えるチーム 

配食グループ「こだま」や「NPO 法人配食サ

ービスの会 積み木」のボランティアさんが作っ

たお弁当を、高齢者・障害のある方のお宅へ配達

し、同時に安否確認を行っています。 

また、地域作業所（かつら工房、すぺーすモモ）、

中途障害者地域活動センター（わ～くくらぶ・さ

かえ）等での作業の支援、視覚障害者の誘導、清

掃等の生活を支える活動も行っています。 

3、 利用者を車で送迎するチーム 

栄区社会福祉協議会の送迎サービス運転ボラ 

ンティアとして協力しています。 

また、地域作業所や活動ホーム、施設等への送

迎活動も行っています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

4、 利用者の住居を繕
つくろ

うチーム 

電球の球の取替え、障子の張替えなど、高齢者、

障害のある方へのちょっとしたお手伝いが喜ば 

れています。 

また、このチームでは、三世代交流のための竹

とんぼや竹馬作りもしています。 

5、利用者宅の庭木の手入れチーム 

  若い時には、高い木に登っての枝下ろしや草取

りなど容易にできました。しかし年をとると膝や

腰が痛んで、鉢の移動も難しくなります。作業後

さっぱりした庭を見て、心が安らぐという喜びの

声を頂いています。年毎に依頼件数が増え、協力

者のやりくりが、たいへんになってきています。

 

 

 

 

 

 

 

6、視覚障害者支援チーム 

 視覚障害の方が、他の大勢の人と交流できたら

と社協の点字製作室や浜視協でパソコン指導を 

行っています。また、「いでたち通信」の点字版 

を視覚障害の方へ配布しています。ご希望の方は

お問い合わせ下さい。 
 



   会員に聞いてみました！ 

 

 

 

 

 

                                                         

                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

手作業も楽しい ”竹とんぼつくり” 

                     

 

ボランティア募集中  
  お問い合わせは、栄区社会福祉協議会、栄区ボランティアセンターまで 
  電話 ０４５－８９４－８５２１  FAX ０４５－８９２－８９７４ 

３、この会のどんな所が気に入っていますか。 

・まず、居心地が良いことが一番。 

・人間関係が、前職とは無関係で自由なこと。

・全体のチームワークが良く、人の和がとれ 

ているところ。 

等、皆さん話してくださいました。 

２、活動してみて感じた事 

草取り後「さっぱりして気持ちがいい

わ！」と喜ばれると、やってよかったなと

うれしい気持ちになります。 

高齢で独居の方の室内清掃、ゴミだし

等、必要とされる方が、私たちの周りには

いらっしゃることがよく分かりました。 

これからもできる限りのお手伝いをし

たいと思っています。 

 

５、最近は、会員の奥様もいっしょの活動がはじまり

ました 

夫が楽しそうに出かけていく「いでたち」とは、

どのような会かいつも不思議に思っていたという

奥様たち。パソコン講座へ、いっしょに出るように

なってそのわけが分かったそうです。 

夫の側からは、共通の話題ができてよかったとい

う声が聞かれました。男性だけの会の中に、時には

奥様を交えての活動は、ご夫婦の絆をさらに強く

し、「いでたち」の活動も盛んになっていくことで

しょう。 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

４、会員募集はしていますか。 

社協の窓口で紹介されたり、会員の紹介等

で入会してこられます。関心のある方はいつ

でもご連絡下さい。 

1、 入会の動機は何ですか。 

退職後、社協へボランティア登録にきて紹

介された人、社協の男性ボランティア講座や

剪定ボランティア講座等を受講後入会した

人、時間がたっぷりあって何か出来る事はな

いかとさがしていた人等、動機は様々です。

 いずれにしても、代表や先輩会員の皆さん

の行動力、人柄に引き付けられたことが入会

の動機だそうです。 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとこと情報 栄区社会福祉協議会では、区内で生活支援の活動をしている非営利グループ紹介のチ

ラシを作成しました。介護保険の利用には「まだ早い」という方でも、ちょっとお手伝いをしてもら

えれば、こんな時助かるのになあと思うことはありませんか。 
紹介した会は、買い物、草取り、掃除、病院の付き添いなどに、有償でお手伝いをしてくれます。

今は必要でなくても、こんなお手伝いをして欲しいと思った時に、お役に立てるのではないでしょう
か。チラシは、栄区社協においてあります。ご希望の方へは無料で差し上げています。 

                              

 

                         栄区社会福祉協議会・栄区ボランティアセンター 

移転のお知らせです 

                    
本年３月２９日（月）現在地から栄区役所前、 

栄公会堂隣に移転します。 
 よりよい福祉保健活動拠点、ボランティアセ 
ンターとして皆様にご利用いただけるよう職員 
一同お待ちいたしております。 

なお、移転の際は、皆様にご不自由をおかけ 
することもあるかと思いますが、よろしくお願 
いいたします。 

これまでよりも駐車場が少なくなります。車 
でのご来場はご遠慮ください。 
 今後ともよろしくお願いいたします。 

 
新住所：栄区桂町２７９－２９ 

＜各施設からのイベント情報＞ 

１、プレミアム桜イベント 

「笠間 de 着つけ」 

～きものを着る、自分で着る～ 
 

二人一組で着せ合いながら楽しく学べる無料
講習会です。基本さえ覚えてしまえば意外と簡
単なんです。着つけ初心者大歓迎！！お気軽に
ご参加下さい。 
日時：平成 16 年２月 22 日（日）   

 午前 10 時～午後４時 
会場：笠間地域ケアプラザ 多目的ホール 
参加費：無料です 
対象：２人１組で参加可能な女性 
定員：先着 10 組 20 名様 
持ち物： 

振り袖、または留袖用具一式 
  フェイスタオル３枚、弁当 
問合せ先：笠間地域ケアプラザ 

電話８９０－０８００  

       檜垣
ひ が き

・小高 
 

２、クッキングイベント 

「手作りチョコを作ろうよ！」 
日時：平成 16 年２月７日(土)午後１時３０分～ 
会場：笠間地域ケアプラザ 多目的ホール 
対象：小学校高学年以上   
参加費：無料 
持ち物：エプロン、三角巾、タオル 
問合せ先：笠間地域ケアプラザ 

電話８９０－０８００ 宮城島・小高 
 

３、さかえ福祉活動ホーム「なかよしまつり」
 恒例の「なかよしまつり」は、16 回目を迎えま
す。模擬店、バザー、ゲームコーナー、古着販売な
ど盛りだくさんで皆様のご来場をお待ちしておりま
す！ 

日時：平成 16 年２月２９日（日） 
      午前 10 時～午後 2 時 (雨天決行)

会場：さかえ福祉活動ホーム（栄図書館隣）
  バザー提供品募集中(但し新品に限ります) 

食品・洗剤・食器・日用品など 
  募集期間：2 月 9 日(月)～２０日(金) 

      必ず事前に電話連絡してください。
問合せ先：さかえ福祉活動ホーム    

電話８９４－２４２４ 砂倉・ 十 三
じゅうさん

 

栄区福祉保健活動拠点 

 

 


