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URL：http://www.sakaeku-shakyo.jp

１１－１）に“さかえ次世代交流ステーション”

ています。ステーションは、次世代を担う子どもた

つくり活動することができるようにすること、そし

、「つなげ・つながるさかえっ子の輪」を育んでい

このステーションの機能などの概要について、ご紹

関する活動についてご紹介していきます。）
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社会福祉施設でボランティア

体験をしてみよう！

障がいのある人、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、活動する楽しさを体験してみませんか。

【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：

7 月２４日（土）午前 10 時～
②体験実習日：7 月 2６日（月）～8 月６日（金）

のうち、数日間
（詳細は募集要項を確認してください）

③反省会：８月２１日（土） 午前 10 時～

①③の場所：ピアハッピィ栄（栄区福祉保健活動拠点）

【申込み締切り】6 月２５日（金）当日必着

【参加条件】

○１～4 日間の体験実習（コースにより異なりま

す）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、必ず期限内に提出可能

な人

【募集要項・お問合せ】

○募集要項は、窓口で受け取るか、区社協の

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、窓口または郵送で

期限内に提出してください。

あつまれ！中学生 サマーボランティアスクール

ピアハッピィ栄
☆ここでは、昨年、障がい者施設の実習に参加した

中学生の感想をご紹介します。

T くん（中３）

最初、施設に入った時には、正直とまどいました。

でも、職員の方たちは優しくて話しやすかったです。

施設では、みんないつも笑顔で、ひとの優しさをた

くさん感じることができました。とても貴重な体験

ができてよかったです。

K さん（中３）

私がボランティアに行ったというよりも、教えて

いただいたことの方がはるかにたくさんありまし

た。この体験で学んだことは、「障がいのあるひとは

私たちと何も変わらない」ということです。一緒に

いると、自分も自然と優しい気持ちで、笑顔でいら

れました。

O さん（中３）

サマボラに参加して、障がい者の方たちはもちろ

ん、ほかのボランティアさんやスタッフの方からい

ろいろなことを教わりました。障がいのある方たち

にそれぞれ個性があること。ひとりひとりにあった

接し方があるということなど。

障がいのある方たちは、他の人の手助けが必要な場

面がたくさんあるかもしれないけれど、みんな一生

懸命で、かわいそうなことなど１つもないというこ

ともわかりました。また、私たちがするべきことは、

彼らを応援すること、支援する社会づくりをするこ

とだと思いました。

☆たくさんのみなさんの参加をお待ちしています!!

☆お問い合わせは･･･ 栄区社協 谷口・倉林まで

電 話：８９４－８５２１ FAX：８９２－８９７４
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２

養護学校や特別支援学校、個別支援学級に通っている障がい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。

○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。

○両コースの参加も歓迎します。

コース 日程 会場

顔合せ会 7/2８（水）10 時～ ピアハッピィ栄（栄区福祉保健活動拠点） 他

実施日 8/3（火） 8/4（水）
中野地域ケアプラザ、本郷特別支援学校

朋 他

顔合せ会 7/2８（水）10 時～ ピアハッピィ栄（栄区福祉保健活動拠点）他

実施日 8/19（木） 8/20（金）
小菅ヶ谷地域ケアプラザ、本郷特別支援学校

朋 他

【申込み締切り】６月３０日（水）当日必着

【ボランティア募集に関するお問い合せ・申込み】
申込み用紙は、栄区社協の窓口で受け取るか、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。

☆たくさんのみなさんの参加をお待ちしています!!

☆お問い合わせは… 栄区社協 秋葉・福澤まで

電 話：８９４－８５２１ FAX：８９２－８９７４

さかえ・ほっとスクール ボランティア募集

☆昨年、参加したボランティアさんからの感想が届いています。みなさんも子どもたちと

「あつ～い」夏を、“さかえ・ほっとスクール”で過ごしませんか。

M さん

友人に誘われて大学生のころから参加している“ほっとスクール”は今年で３回目でした。

参加者の子ども達や主催者の方、ほかのボランティアの方々に見慣れた顔の人がいて、安心

して参加できました。私がパートナーを組んだお子さんは、海やプールが大好きで、１日目

のプールも、２日目の水遊びも、一緒に思いっきり楽しむことができました。

また、幅広い年齢の方々と交流をもたせていただいたり、みんなの笑顔を見られて、

本当に満足の２日間でした。ありがとうございました。
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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

「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。

容：ご自宅での預かり保育や、幼稚園、保育園の送迎 など。

： 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

：20 才以上の健康で、子育て支援に理解と熱意がある方（横浜市内に在住の方）

：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。

２２年度 入会説明会日程】いずれも午前１０時３０分～

6 月１８日（金） ７月１６日（金）

８月１９日（木） ９月 ９日（木）

０月２１日（木） １１月１１日（木）

：ピアハッピィ栄（栄区福祉保健活動拠点）

までに電話または FAX でお申込みください。

保育あり（事前に要連絡）

い合わせは･･･ 栄区社協 根岸・古田まで 電 話：８９４－８５２１ FAX：８９２－８９７４

で２回目を迎えた、“さかえ福祉フェスタ”。今回は「“つながる”まち・さかえ」をテーマに

齢者施設ってどんなところ？」「地域福祉保健計画ってなあに？」などみなさんの疑問にお答え

す！ご家族皆さんでぜひ、お越しください。

時：６月２０日（日） 午後１時～４時

容：福祉施設の紹介、福祉施設への就職・復職に関する相談、介護相談・利用相談、

講演会、模擬店など

所：栄公会堂（栄区役所前）

問い合わせは･･･

話：８９４－８５２１ FAX：８９２－８９７４ 担当：栄区社協 秋葉

話：８９４－６９６３ FAX：８９５－１７５９ 担当：栄区役所 運営企画係 まで

横浜子育てサポートシステム 提供会員募集

第２回 さかえ福祉フェスタ

☆第２期栄区地域福祉保健計画

スタートアップフォーラムも同時開催！

１４：００～ 地域活動の事例紹介

１５：００～ 講演会

日本放送協会（NHK）

チーフプロデューサー

黒川 敬 氏

予 告「施設見学ツアー」を開催します。

百聞は一見に如かず！区内の高齢者施設

を実際に見てみませんか？

☆実施日：７月４日（日）

☆フェスタ当日、会場で申込みを受け付

けます。

こんなことがうれしかったよ

～提供会員さんの声～

・子どもが「年をとったら、僕が

おんぶしてあげるね」と言ってく

れました。そんなふれあいがとて

もうれしかったです。

人気番組「難問解決！ご近所の

底力」元チーフプロデューサー


