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栄区福祉保健ボランティア情報紙

特集 １
「『何かを始めたい』と思ったとき、どこに行ったらいいの？」こうした疑問にお応えし、栄区や
近隣のボランティア活動、市民活動に関する相談窓口をご紹介します。
それぞれの機関の得意な活動分野や、栄区社会福祉協議会ボランティアセンターとの関わりを、
シリーズでお伝えします。第１回目は、さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」です。栄区社協と
共催の市民活動入門講座（９月）のご案内もありますので、お見逃しなく。
第１回目は

栄区民活動センター
「ぷらっと栄」
を紹介します。

地域ケアプラザ
（６４号 １０月号掲載予定）

あーすぷらざ・
横浜市港南国際交流ラウンジ
（６５号 １２月号掲載予定）

栄区社会福祉協議会ボランティアセンター
（６６号 ２月号全戸配布版掲載予定）

マスコットキャラクター
「 くーみ ん」

特集 ２
地域のボランティア活動の支援に活かされている、栄区社会福祉協議会善意銀行について
ご紹介します。

?
?
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。

「 団塊

と

呼ばれてあなたの苦笑い」＜担当＞

◆ひとくくりにされるのは嫌・・・というお気持ちは分かりつつも、子育て、
仕事にひと段落した世代の皆様には、活躍を期待せずにはいられません。
【応募方法】ご連絡先を明記の上、葉書・電話・FAX・E メールにて社協まで。
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号

「あなたを活かす場所」一緒に探してみませんか？
シリーズ第１回では、さかえ区民活動センター「ぷらっと栄」をご紹介します。
「ぷらっと栄」
に集まるたくさんの情報から、あなたにぴったりの活動や学びの場がきっとみつかります。
ぷらっと訪ねてみてはいかがでしょう。

栄区区民活動センター

「ぷらっと栄」

〜 あなたの学びや活動を応援します〜
誰もが気軽に集まり、いろんな情報を得て、新たな活動へと向かう！そんな区民
の皆さんの元気あふれる「ぷらっとホーム」です。
マスコットキャラクター
「 くーみ ん」

これ！が得意・・・

■「趣味のサークルを探したい」
「イベントや講座に参加したい」という相談や、
「自分の知識や技術
を地域に役立てたい」「講師を探している」こんな相談にお応えします。
■「何かを始めたいけど・・・」というあなたには、趣味や特技を活かした学びの場、活躍の場の
情報提供、紹介をします。また、活動の仲間づくりをコーディネートします。
■ 活動拠点として研修室などの提供、機材の貸出をしています。

栄区社協と協力しています・・・
福祉分野の活動についての相談の場合には、ボランティアを依頼したい人の情報が集まる、栄区社
協ボランティアセンターの窓口を紹介しています。互いに得意な分野の情報を共有し、コーディネー
トに活かしています。

さかえ区民活動センター「
市民活動入門講座」第２弾

あなたの「思い」を「かたち」にするために

〜地域活動 はじめの一歩〜

「地域をもっと住みよくしたい！」「活動をもっと地域に広げたい！」
すでに活動している人もこれから始めようと考えている人も、さまざまな事例から活動のヒントを
つかみましょう。知り合いを増やしたい！･･･そんな方も大歓迎です♪
・第１回
９月２０日（土）
「子育て活動から地域活動へ」
〜グループ活動 ホップ・ステップ・ジャンプ！〜
・第２回
９月２７日（土）
「 地元 栄区で地域デビュー！」
〜何か始めたい！そんな思いをかたちにする
コツをつかもう〜
・第３回 １０月４日（土）
「コミュニティビジネスってなに？」
〜市民活動から
コミュニティビジネスを目指した人たち〜
栄区小菅ヶ谷１−４−５
本郷台駅前横浜銀行３階

月〜土曜日
※休館日

９時〜２０時３０分

電話

第２回 「地元 栄区で地域デビュー」
は 栄区社協と共催する講座です。
地元で活躍中のボランティアグループ
を講師に招き、栄区のボランティア活動・
市民活動の様子をご紹介します。

申込み：さかえ区民活動センター
８９４−９９００

FAX ８９４−９９０３

http://www.city.yokohama.jp/me/sakae/katudou/

日曜・祝日 ９時〜１８時

・施設点検日 （第 4 日曜日） ・年末年始（１２月２９日〜１月３日）

栄区社会福祉協議会

善意銀行

〜あなたの寄付がボランティア活動を支えます〜
善意銀行とは、地域のみなさまからの善意の寄付をお預かりし、支援を必要とするところへ
配分する仕組みです。

たとえば、さかえ

ふれあい助成金の財源の一部として地域の活動を支えています。

配食・会食などの食事サービス、送迎、家事支援、ミニデイサービス、サロン、音声訳な
どのボランティア活動の支援。障がい当事者活動の支援。その他、地域福祉推進のための
活動の支援など。

受付は、栄区社会福祉協議会窓口です。
ありがとうの気持ちをこめて、領収書の発行とともに感謝状をお贈りします。
また、広報よこはま栄区版に寄付者のお名前を掲載します。
（掲載を希望しない場合はお申し出ください）
。

☆これからも 善意銀行へのご協力をお願いいたします☆

おしらせ

笠間地域ケアプラザ（笠間１−１−１）
フリースペース おしゃべり広場

☆障がい者支援施設

「リエゾン笠間」

お茶を飲みながら、子どもから大人まで井戸端

（笠間３−１０-１）

会議をしちゃいましょ！プログラムの企画に協
力してくれるボランティアも募集しています。
日

時：９月２０日（土）

時

間：午後１時〜午後３時

参加費無料です。直接会場へお越しください。

入門講座

絵手紙を描こう

絵手紙で温かい交流を深めませんか？
日

時：９月１６日（火）〜１０月２８日（火）

時

間：午後１時〜午後３時
全５回 すべて火曜日

地域交流室 貸出します！
サークル活動、会議、おけいこ事、教室などで、
リエゾン笠間の地域交流室を使いませんか？

地域の皆様の交流の場、活動の場として、是非
お気軽にご利用下さい。
【地域交流室】 広さ：７５㎡
☆ トイレ、キッチン、冷蔵庫、椅子、長机、ホ
ワイトボードなどの設備を利用できます。
利用料：1 日 ５００円 1 時間 100 円
時間帯：午前９：００〜午後５：００

参加費：１回につき ５００円
＊事前にお電話または窓口でお申込みください。

問合せ：笠間地域ケアプラザ
電

話：８９０−０８００（澁谷）

ご利用を希望される方は、
リエゾン笠間までご連絡下さい。

電

話：８９８−３５３３

ボ

ラ ン

テ ィ ア

募 集

☆子育て支援「まつぼっくりの会」

乳幼児のお母さんたちのコミュニケーションの
場や、仲間作りをお手伝いするボランティアグ
ループです。
カワイイ子どもたちといっしょに楽しく活動

「そら」からのメッセージ
生活やボランティアを題材にした川柳を、
「そら」
に投稿してみませんか？サロンなどのグループ
からのご応募もお待ちしています。

してくださる方を募集しています。ご連絡をお
待ちしています。
日 時：毎月第 1・３金曜日
時

間：午前１０時〜１２時

場

所：豊田地域ケアプラザ

☆障がい者支援施設

とも

「訪問の家

朋」
（桂台中 4-7）

音楽コンサート

（飯島町１３６８−１０）
内

容：子どもたちといっしょに遊んだり、
お母さんたちの相談相手など。

活動費：1 回あたり５００円をお支払いします。

「朋」のホールで開催します。今までに聴いた
ことのない古楽器の調べや、なつかしのメロディ
ーなどを、私たちと一緒に楽しみませんか？
①神戸愉樹美ヴィオラ・ダ・ガンバ合奏団

問合せ：まつぼっくりの会
電

〜古楽器によるアンサンブル
日 時：８月１６日（土）

話：８９４−４１０９（代表 横田）または
８６４−５１４4 豊田地域ケアプラザ

②栄楽バンド
〜アコースティックギター、
サックス、フルート
日

☆障がい者支援施設「さかえ福祉活動ホーム」

時：９月４日（木）

③ロンド
〜歌とピアノのコンサート
日

感謝のつどい
活動ホーム開設２０周年を記念したイベント
です。ちびっこからお年寄りまで、たくさんのお
客さまのご来場をお待ちしています。
日
時

時：９月２７日（土）
間：午後１時開場 午後１時 30 分開会

会

場：横浜市栄公会堂

1部

コンサート

①②③とも、入場無料。午後１時４５分〜
直接会場へお越しください。
☆外出や園芸のボランティアも募集中です☆
電

話：８９４−６６１１（蓮見）

☆ 特別養護老人ホーム「クロスハート栄・横浜」
（公田町 1020-5）

「本郷台駅」徒歩９分

式典 午後 1 時３０分〜
挨拶 感謝状贈呈 DVD の上映など

2部

①サマーコンサート
様々なジャンルの音楽をお届けします。
日 時：８月１３日（水）

午後 2 時５０分〜

・けい太＆こう太 わくわくコンサート
アコースティックギターの響きにのせて
・楽しい！チャン助

時：９月６日（土）

時

②フェスティバル２００８
館内一体となって、下町情緒を盛り上げます。

バルーンアートの世界

風船とマジックパフォーマンス
※入場無料。満席の場合は入場をお断りすること

間：午後２時〜午後３時

屋台も出ます。お気軽にご来場ください。

があります。

日
時

時：９月１４日（日）
間：午前１１時〜午後４時頃

主

催：さかえ福祉活動ホーム

①②ともに入場無料です。

電

話：８９４−２４２４

問合せ：８９６−１２３４（畠山）

