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第７３号の『そら』は、子育てに関わるすべての人に贈る、子育て応援特集です。
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誰もが身近な地域で安心して暮らせるまちをつくるための第２期計画が、２２年
度からスタートします。市民（区民）、福祉施設などの事業所、区社会福祉協議会、
区役所等、が一緒になって計画を立て、①担い手の発掘・育成②情報の受発信③健
康・生きがいづくり④交流の場づくり⑤生活環境の向上⑥高齢者・障害者等支援⑦
次世代育成・支援の７つの基本方針をもとに継続的に取り組みます。

基本方針⑦次世代育成・支援の分野で、区全体で重点的に取り組む事業は・・・
☆「（仮称）さかえ次世代交流ステーション」の整備
地域子育て支援拠点を整備し、子育てサロン、子育て相談・情報提供の場とする
とともに、人材育成、地域の子育て支援に関わる人や機関のネットワーク化を担う
拠点が作られます。さらに、子ども、障害児・者、青少年が活動・交流を進めます。

特集１

始めてみませんか？あなたに身近な小学校での活動

栄区にあるすべての小学校で、読み聞かせボランティアが活躍しています。活動の担い手は、
保護者や地域にお住まいのボランティアのみなさん。小山台小学校での活動を紹介します。

平成１６年に始まった活動に、昨年『おはなし
ポケット』という名前がつきました。今では、保
護者１１名と地域の人たち７名がボランティア

ボランティア N さん

として児童に読み聞かせをしています。普段は朝

楽しく活動しています。道を歩いている

の会の１０分間に、低学年は週２回、高学

と子どもたちが声をかけてくれたり、家に

年は週１回絵本の読み聞かせの活動をしています。

遊びに来てくれる子もいるんです。また、
若いお母さんたちとも交流することがで

取

材 記

きとても刺激になります。

２月２３日（火）
、スペシャルイベントの朗読劇の
発表会へ行ってきました。
今日の演目は「シンドバッドの冒険」
。生徒たちの
理解する力に合わせて、低学年向けと高学年向けに
アレンジしたシナリオです。
感情豊かな朗読が、温かく柔らかい雰囲気を作り

朗読劇発表会の様子

だし、会場全体が包み込まれるようでした。夢のよ
うな時間はあっという間に終わり、子どもたちと一
緒に感謝の拍手を贈りました！
（取材者
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ボランティアコーディネーターS 記)

シンドバッドと一緒にハラハラドキドキ

第２期計画を推進する期間は６年間。次世代育成・支援の分野では「子育てが地域全体で支援され
ている」
「子どもや青少年と地域のつながりが大事にされている」
「親子で一緒にできる地域活動やボ
ランティアの機会などの社会的関係を育む環境が充実し、学校を通じて広がりが生まれているなど、
参加しやすい取り組みが進められている」栄区を目指します。

そら読者のみなさんも、この計画の担い手の一員です。ぜひ活動に参加してください！
栄区社協の重点取り組み項目は・・・
☆子育て支援団体や個人が互いに連携した活動ができるよう支援し
ます。
☆地域住民やボランティア、障害当事者などと連携し、福祉学習へ
の支援や福祉啓発を進め、教材を活用します。

小学校での活動を始めてみようかな？と思ったら、
あなたのお住まいに一番近い学校にお問い合わせください。

学援隊（がくえんたい）という言葉を聞いたことがありますか？学援隊は、区内の小学校ご
とに結成され、保護者と地域のみなさんが連携して、子どもたちの安全・安心のための活動を
行っています。桜井小学校での取り組みの様子をお伝えします。

活動隊員の今野さん
保護者の立場から

PTA 会長丸山さん

定年退職後、町内の防犯パトロール

桜井小では、保護者全員が学援隊に参加し、地域のた

の活動をしていましたが、縁あって学

くさんの方々にも協力をお願いしています。桜井小学校

援隊に協力するようになりました。不

では、学援隊のみなさんを活動隊員と呼んでいます。

規則になりがちな生活にもリズムが

今まで話をすることがなかった方々と知り合うきっ

でき、張り合いにもなっています。

かけになり、地域の先輩方とお話できる貴重な機会にな

仲間の K さんが体調を崩して活動

っています。学校と地域との関係や、「できる時に、で

を休んだときのことですが、生徒たち

きる人が、自ら進んで」という隊員の姿勢が、活動の支

が K さんを心配して他の隊員に尋ね

えになっています。

る姿が見られました。K さん自身も
「また通学路に立ちたい」との思いが
回復の励みになったそうです。日々、
見守る一方でなく互いに何かをもら
っていると感じています。
これから活動を始めようと思って
いるみなさんも、無理をせず、余った
時間を活かすつもりで気軽に参加し

学校の内外で児童たちの安全・安心を守ります

てみるといいですよ。

-３-

聞いてみよう ママの声〜参加者から担い手へ〜
子育て支援の場を利用する参加者だったママやパパ、ときにはおじいちゃんやおばあちゃんも、
子どもが成長して手を離れるにつれて、担い手として活動することが増えてきています。
かつては利用者として参加し、今では担い手として子育て支援団体『OYAKO CLUB チューリ
ップ』で活躍する A さんにお話を聞きました。
参加者から担い手になった A さん
息子が０才の頃、初めて『おやこのひろば』を訪れました。最初はとても不安でしたが、ここに
集まるママや子どもたち、OYAKO CLUB チューリップのメンバーに迎えられ、
「来てよかった。
」
と思いました。育児には迷うこともありましたが、私の隣にはいつもチューリップの花が咲いてい
てくれると感じ、ここで出会った人たちの温かく、やさしいまなざしに何度も救われました。
息子の幼稚園入園を機に時間ができたこともあり、昔の自分のように悩んでいるママたちを応援

提供会員募集

したい気持ちと、お世話になった人たちにお返ししたいという感謝の思いからボランティアとして
お手伝いすることになりました。息子が小学生になった今も活動を続けています。

OYAKO CLUB チューリップ

電

話：８９４−６２６２

主に乳幼児(０〜３歳)の親子を対象に、月〜金曜日一時保育や定期保育、つどいの広場さかえ
（おやこのひろば）の運営や、子育て支援ヘルパー事業を行っています。子育てが楽しい栄区と
なるよう、子育て支援活動をしています。

横浜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

９００円／時間

※提供会員には年会費などの負担はありません。
登

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。

条

件：横浜市に在住し、健康で子育て支援に理解と熱意のある２０歳以上の方。

【平成２２年度

入会説明会日程】 午前１０時３０分〜

6 月１8 日（金）
８月１９日（木）

７月１６日（金）
９月１６日（木）

１０月２１日（木）
場 所：ピアハッピィ栄（栄区福祉保健活動拠点）
＊前日までに電話または FAX でお申込みください。
＊別室での保育あり。事前にご連絡ください。

ピアハッピィ栄

問合せ：栄区社会福祉協議会
電
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話：８９４−８５２１（担当：根岸・古田） ＦＡＸ：８９２−８９７４

特集２

春の２ページ

増量スペシャル

受

講 者

募 集
申込受付：ハガキまたは FAX に、氏名（ふり
がな）
、年齢、住所、電話番号、
受講を希望する理由を明記し、下記

手話入門講座

あてに送付してください。

日 時：5 月１８日〜7 月 2０日(毎週火曜日 )
場

主

催：栄区社会福祉協議会

対

象：手話を学んだことのない方（初心者）

共

催：手話サークル 希

で、ボランティア活動に関心のある方
※全日程に参加できる方を優先します。

のぞみ

申込先：〒247-0005
横浜市栄区桂町 279-29

参加費：3,000 円（１０回分）

栄区社会福祉協議会 手話入門講座応募係

定

ＴＥＬ：８９４−８５２１
ＦＡＸ：８９２−８９７４

員：10 名（応募者多数の場合は、申込み時の
受講希望理由を参考に選考します）

ボ
☆

4 月１９日（月）必着

全 1０回／午前 10 時〜正午
所：ピアハッピィ栄（栄区福祉保健活動拠点）

ラ ン

テ ィ ア

募 集

ボランティア募集 ＆ イベント
☆

特別養護老人ホーム

「クロスハート野七里・栄」（野七里 1-2-31）

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）
脳卒中等の後遺症のある方のリハビリ教室で

「すべての良きものを人生の先輩と後輩たちに捧ぐ」
という当法人の理念のもと、私たちスタッフは、入居

お手伝いをしていただけませんか？

者の方々の日々の生活のお手伝いをさせていただい

曜

日：３回程度／月（木曜日または金曜日）

ております。

時

間：午前１０時〜正午 または
午後１時〜午後３時

入居者の生活を心豊かにするために、地域のみなさ

（プログラムによって変更あり）

まにボランティアとして関わっていただき、力をお借
りしたいと考えています。これまでに培って来られた

内

参加者のサポート

経験や趣味を活かして活動していただけませんか？
また、福祉に関心があり、将来福祉の分野で働きた

費用弁償：４００円／1 回（交通費）

いという気持ちがある方で現場を体験したいという

第９回 わ〜くわくまつり

希望の方も歓迎しております。
曜

日：火曜日〜日曜日の中で、ご都合の良い日

時

間：午前１０時〜正午

または

午後１時半〜午後３時
内

容：送迎、お花の手入れ、お話し相手、
かるた・将棋・オセロ等のゲームのお相手

電

話：８９７−３４５６（担当：宇田川）

メール：s-udagawa@skfch.com
クロスハート野七里・栄は
ヨコハマいきいきポイント対象事業所です。
横浜市介護支援ボランティアポイント事業の対
象となる施設です。詳しくはお問合せください。
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容：グラウンドゴルフや音楽療法などでの

わ〜くで作った製品の販売、製品作り体験、模
擬店、日用品バザー、喫茶、ゲームなどの各コー
ナーの他、大人から子どもまで楽しめるイベント
を企画しています。皆さんお誘いあわせてお越し
ください。

日

時：５月２２日（土）
午前 1０時 30 分〜午後２時

会

場：わ〜くくらぶ・さかえ
「本郷小学校前」バス停より徒歩２分

＊駐車場がありませんので、お車でのご来場は
ご遠慮ください。
問合せ：わ〜くくらぶ・さかえ
電

話：８９２−５５３６（担当：高澤・高橋）

特集②

春の

2 ページ増量スペシャル

げんきっこひろば

笠間ぞうさんくらぶ

（野七里地域ケアプラザ
子育てサロン「笠間ぞうさんくらぶ」の運営ボ
ランティアを募集しています。
日

時：毎月第１・３火曜日（祝日、お盆を除く）
午前１０時〜正午
（準備、後片付けの時間は含みません）

内

容：子育てサロンイベントの企画、
およびそれに伴う準備、片付けなど

野七里 1-2-31）

親子で楽しめる体操と交流会を開催していま
す。パパやママ同士の情報交換や仲間作りにもつ
ながります。お気軽にお問い合わせください。
①体

操

親子で楽しめる体操や、パパ＆ママにも嬉しい
腰痛予防、肩こり防止ストレッチも行う一石二鳥
の講座です。
日

時：毎週金曜日 午前１０時〜午前１１時

対象者：未就学児の子どもと親
参加費：親子１組 300 円
会

場：笠間地域ケアプラザ 笠間 1-1-1
し ぶ や

問合せ：笠間地域ケアプラザ （担当：澁谷）
電

話：８９０−０８００

F A X：８９０−０８６４
E-メール：kasamacp@orion.ocn.ne.jp

持ち物：飲み物、タオル
定

員：20 組（体操のみ）

②交

流 会

お弁当とお菓子を持ち寄っての交流会です。
日

時：毎週金曜日 午前１１時〜午後２時

対象者：未就学児の子どもと親
参加費：無料

イ

ベ ン

ト

野七里地域ケアプラザ１周年感謝祭
野七里地域ケアプラザは 4 月１日で 1 年を迎
えました。地域の皆様に感謝の意味を込めて、

持ち物：お弁当・お菓子・飲み物
＊交流会には定員の制限はありません。
①②続けての参加、①または②だけの参加ができ
ます。どちらも下記まで事前にお申込みください。

ボランティア募集

１周年感謝祭を開催します。ご友人をお誘いのう

げんきっこひろば（体操）でのボランティアを

え、どなたでも是非お越しください。
日

時：４月２９日（木：祝日）

募集しています。子どもが好きな方、からだを動

時

間：午前１０時〜午後３時

かすことが好きな方、大歓迎です。

会

場：野七里地域ケアプラザ

多目的ホール

日

時：毎週金曜日 午前１０時〜午前１１時

内

容：音楽会、展示会、車いす体験講座など

内

容：会場準備、受付、見守りなど

＊事前申し込みは不要です。直接会場へお越しく
ださい。

＊事前に１時間ほどオリエンテーションを行います。
会

問合せ：野七里地域ケアプラザ
野七里 1-2-31
電

話：８９０−５３３１（担当：地域交流）

場：野七里地域ケアプラザ
野七里 1-2-31

問合せ：野七里地域ケアプラザ
電

話：８９０−５３３１（担当：畠山）

自分に合ったボランティアを探したい！ボランティアの情報を知りたい！と思ったら
栄区社協でボランティア登録をしてください。『そら』が毎号ご自宅のポストに届きます！
お問い合わせは、栄区社会福祉協議会
〒247-0005 栄区桂町 279-29 ピアハッピィ栄（栄区福祉保健活動拠点）内
電 話：８９４−８５２１
F A X ：８９２−８９７４
ホームページ http://www.sakaeku-shakyo.jp
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