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さかえ・ほっとスクール

あつまれ

平成 20 年 6 月 1 日発行

中学生

子育てサポートシステム
サマーボランティアスクール
栄区社会福祉協議会が主催、共催する事業にボランティアとして参加してみませんか？
○中学生・高校生も参加できる活動があります!
○経験の豊かな仲間と情報交換しながら活動できます！
○活動が初めての方へのオリエンテーションが充実しています！
○ボランティアコーディネーターなど、職員が継続して活動に関わるので安心です！
?

?

?

生活川柳・ボランティア川柳を募集します。
生活の中の小さなため息、たいしたことではないけれど、誰かにつぶや
きたい一言を、川柳にしてみませんか？ 紙面では俳号、匿名可能です。

「雑草も，我が家の住み家，ぬかないで」＜ダンゴムシ＞
◆庭の手入れも自分でできるのは若いうち。自分が力を借りる時のことも
考えて、今のうちからご近所とお互い様の関係を作っておきたいですね。
【応募方法】電話番号・住所・お名前を明記の上、お葉書で社協まで。
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あつまれ 中学生 サマーボランティアスクール
社会福祉施設で体験しよう ！
障害のある人、高齢者、乳幼児との出会いや、ボ
ランティアさんたちとの交流、仲間との交流を通し
て、協働する楽しさを体験してみませんか。

【参加条件】
○２〜4 日の体験実習および
オリエンテーション、反省会に必ず出席可
能な人

○提出書類や感想文を、期限内に提出可能な人
【対 象】栄区内に在住・在学の中学生 ６0 名
【日 程】
①事前オリエンテーション：栄区福祉保健活動拠点 【募集要項・お問合せ】
7 月１９日（土） 午前 10 時〜
○募集要項を、窓口で受け取り、または社協ホー
②体験実習日：7 月 2２日（火）〜8 月１日（金）
ムページからダウンロードしてください。
のうち、いずれか数日間
必要事項をご記入のうえ、窓口または郵送で期
（詳細は募集要項を確認してください）
限内に提出してください。
③反省会：8 月 2２日（金） 午前 10 時〜

私が担当します

【申込み締切り】6 月 2３日（月）当日必着

福澤

さかえ・ほっとスクール ボランティア募集
養護学校や特別支援学校、個別支援学級に通っている知的障害のある子どもたちと
昼食を作ったり、遊んだり、ボランティアさんも一緒になってみんなで楽しむ、
ふれあい型のスクールです。
【募集対象】 高校生以上〜おおむね 70 歳くらいまでの方で、
全日程（顔合せ会を含め３日間）に参加できる方。
○今回はじめて参加する方は、７／5（土）午前１０時〜１２時開催のボランティア講座に必ず参加し
てください。はじめての方でも経験のあるボランティアさんとペアを組みますので安心です。
○複数コースの参加も歓迎します。

コース
１

顔合せ会
実施日

２

顔合せ会
実施日

日程
7/2２（火）午前

会場
栄区福祉保健活動拠点

他

7/30（水） 7/31（木） さかえ福祉活動ホーム、本郷特別支援学校
7/２８（月）午前

栄区福祉保健活動拠点

他

8/20（水） 8/21（木） さかえ福祉活動ホーム、本郷特別支援学校

【申込み締切り】６月 13 日（金）当日必着
【ボランティア募集に関する問合せ・申込み】
申込み用紙を、窓口で受け取り、またはホームページか
らダウンロードしてください。必要事項をご記入のうえ、
郵送・ＦＡＸまたは窓口へご提出ください。

【このページのボランティアのお申込み・お問合せは 】
栄区社会福祉協議会 〒247-0005 栄区桂町 279-29

他

私が担当します

他

渋谷

栄区福祉保健活動拠点内（区役所前）

子育てサポートシステム 提供会員募集
乳幼児から小学生までの子育てを、地域で支援するシステムです。子どもを預けるなどの支援を受け
たい人が「利用会員」として登録し、子育てを支援する人が「提供会員」として登録します。
活動内容：ご自宅での預かり保育や、幼稚園、保育園などの送迎 など。
活動費： 時間に応じて、利用会員が提供会員に費用を支払います。
・午前７時〜午後７時 ８００円／時間 ・時間外
※提供会員には年会費などの負担はありません。
登

９００円／時間

私たちが担当します
根岸・古田

録：入会説明会後、支援のための研修（３日間）にご参加ください。

【平成２０年度

入会説明会日程】 １０：３０〜

6 月１３日（金）

７月１７日（木）

８月２１日（木）

９月１８日（木）

１０月２４日（金） １１月２０日（木）
１月１５日（木）
３月１９日（木）
場

所：栄区福祉保健活動拠点

※前日までに電話又は FAX でお申込みください。

送迎サービス ボランティア募集
〜あなたの笑顔と協力を待っている人たちがいます〜
通常の交通機関では通院などの外出が困難な高齢者、障がいのある方を、社協の車で送迎しています。
運転の担い手は、地域のボランティアの皆さんです。
現在、約２０の名ボランティアが生き生きと活躍しています。この送迎ボランティアを通じて仲間に
なり、新しい活動分野を広げた方もいます。
あなたの空いている時間を利用して、無理なく活動できます。
少しの時間を誰かのために使ってみませんか？
※運転歴３年以上の方で、健康で、安全な運転ができる方
※送迎サービスの運行は月〜金曜日・９時〜１７時です。
※活動日・活動時間等については個別にご相談ください。

私たちが担当します
星

※活動を始める前に所定の講習（２日間）を受けていただきます。

ボランティアコーディネ―ター

電 話：８９４−８５２１
F A X ：８９２−８９７４
ホームページ http://www.sakaeku-shakyo.jp

ボ
☆障がい者支援施設

ラ ン

テ ィ ア

☆障がい者支援施設 「リエゾン笠間」

とも

「訪問の家

募 集

朋」

（笠間 3-10-1）

（桂台中 4-7）

重度の重複障がいのある人のための通所施設
です。日中活動や、外出をサポートしてくれる
ボランティアを募集しています。
ちょっとした時間を使って、お手伝いしてく
ださいませんか？

施設に入所している方と一緒に、日中活動や
外出活動のお手伝いをしてくれるボランティア
を募集しています。ご連絡をお待ちしています。
①近所の散歩、外気浴
②パソコン教室、音楽会、革細工作業などのお
手伝いや移動補助

①日中活動：平日の日中
・和紙染め・クッキーや季節のジャム作り
・地域に出てかけて、アルミ缶のリサイクル
②外 出：随 時
・外食、カラオケ、プレイスポットへお出かけ
・季節を感じに近所をお散歩 など

③オセロ・将棋の相手、お話し相手 など
日

時：午前９時〜午後５時の活動可能な時間

＊週１回・月１回でも、２〜３時間でも構いま
せん。

＊活動日時は活動内容によって異なります。詳
しくは、お電話、窓口にてお問合せください。
問合せ：社会福祉法人「訪問の家 朋」（蓮見）

問合せ：リエゾン笠間 （山田）
電 話：８９８−３５３３

電

F A X：８９８−３５３４

とも

は す み

話：894-6611（祝日・日・水をのぞく）

クロスハート栄･横浜
交流のための、クラシック、音楽演奏などの音
楽レクリエーションを開催しています。どなたで
も自由にご参加いただけます。
①定例コンサート：１４時〜１５時
６月１２日（木）・７月１０日（木）
＊参加費無料・直接会場へ
②ディナーコンサート：１７時３０分〜
６月２６日（木）・７月２４日（木）
＊食事代含む２，０００円・要電話予約
先着２５名
不定期開催のコンサート、イベントも開催して
います。お気軽にお問合せください。
会

ボランティアセンターの窓口で「回覧板で
『そら』を見て」というお問合せが増えてい
ます。
４月には、
「ボランティアを始めたい」とい
う方から４件、
「依頼したい」という方から１
件のお問合せがありました。読者の皆さまと
つながっていると感じる、嬉しい瞬間です。
○「そら」バックナンバープレゼントも引き
続き実施しています。
○新企画の川柳も募集しています。ご応募を
お待ちしています。

場：クロスハート栄・横浜
公田町１０２０−５
ホール １階 食堂

問合せ：担当 畠山あすか
電

「そら」からのメッセージ

話：８９６−１２３４

栄区社会福祉協議会
ボランティアセンター
電 話 ：８９４−８５２１

