
ここは鶴見のどこの空？ 応募方法はウラ表紙を
ご覧ください

撮影者：大谷雄二（2014年3月23日撮影）

表紙
クイズ いろいろな人が利用します

❶サルビアホール  ❷鶴見区役所  ❸鶴見公会堂

問合せ先のないものは、
すべて鶴見区ボランティアセンター
（区社協内　   504-5625）へ

〒230-0051 鶴見区鶴見中央4-32-1UNEXビル5Ｆ
鶴見区社会福祉協議会

（　 504-5619　     504-5616　Eメール：info@yturumi-shakyo.jp）

「表紙クイズ」＆愛読者アンケート
QUOカードをプレゼント！

鶴見区社協より http://www.yturumi-shakyo.jp/

表紙の写真を見てピンときた方、ご応募ください。応募
は、はがき・FAX・Ｅメールで、①表紙のクイズの回答②
郵便番号・住所・氏名・電話・性別・年齢③福祉つるみを
手に入れた場所④ご意見・ご
感想を記入の上、7月31日
（必着）までに鶴見区社協
「アンケート係」へ。当選は
賞品の発送をもって代えさせ
ていただきます。前号の正解
は①生麦、応募者数は70名で
した。区社協ホームページに
クイズのヒントがあります。
ぜひアクセスを。
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編集委員／河西英彦、中村啓子、蔵本美佐子、氏家美紀、内藤恵子

【日時】9月11日(木）～11月20日（木） 全 10回
毎週木曜日 18:30～20:30
【会場】鶴見区福祉保健活動拠点
【受講料】1,000円（テキスト代含む）
【申込先】住所、氏名、電話番号を明記の上、担当までに、ご連絡下さい
中山：　090-7943-6356（昼12時～昼1時、夕方5時～終日対応可）
　　　Eメール boomanadoor@docomo.ne.jp（終日対応可）
丸井：　044-222-3310
【締切り】7月31日（木）必着。定員20人（初心者大歓迎）

手話サークルf-net
「今日から使える手話入門講座」参加者募集

手話サークルf-net
「今日から使える手話入門講座」参加者募集

【講師】益子 育代先生
東京都立小児総合医療センター アレルギーエデュケーター
【日時】7月5日（土）9：30～11：00
【場所】鶴見区民文化センターサルビアホール音楽ホール
【参加費】無料
【定員】100名　※先着順
●保育あり　定員20名（1歳～就学前まで）※先着順
【申込・お問い合わせ先】YMCAつるみ保育園（　 500-5030）

えっ！そうだったの？知らなかった子どものスキンケアえっ！そうだったの？知らなかった子どものスキンケア

【内容】障害のある子ども（小1～高3）と遊ぶ
【対象】高校生以上
【謝礼】1日につき1,000円
【申込】①希望するコース②研修参加の可否③氏名④住所⑤
TEL⑥E-Mail⑦年齢⑧学校名・学年又は職業⑨応募動機を
明記の上、FAXまたはE-Mailにて
【サマフレ専用メールアドレス】
summerfriend@yturumi-shakyo.jp
【締切】6月20日（金）応募者多数の場合は抽選
●ボランティア研修・子どもとの顔合わせ会（7月19日）あり
●結果通知は7月9日（水）頃●集合・解散時間は、活動時間
の前後30分程度を予定してください。開始前の打ち合わせ
や終了後の反省会があります。

障害児と接するのって難しそう？
でもそんな不安も始まってみたら吹き飛びます。
子どもたちと一緒にこの夏、
楽しい時間を過ごしませんか？

コース 内  容 ボランテ
ィア定員会  場活動時間

（予定）月  日

ボランティア研修会
12、15、16コースのボランティアと
参加者の顔合わせ会

うどんづくりと縁日遊び

鶴見区社協

鶴見市場地域
ケアプラザ
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お買いもの体験とサンドイッチ作り
楽しいゆらゆらモビール

矢向地域
ケアプラザ

10：00～
 15：007/30（水）6 8

みんなでアフリカンダンス！

縁日あそび
駒岡地域
ケアプラザ

東寺尾地域
ケアプラザ

9：30～
 12：308/3（日）10

8駒岡の畑で野菜をとって、カレー作り
工作万華鏡作り、竹とんぼ遊び
マイクロバスでソレイユの丘へ!
バーべキューをしよう!

10：00～
 12：008/4（月）

プールに行こうふれ～ゆ

ホットプレートで作る“デンバートースト”／室内
レクリエーションで遊ぼう＆ホットケーキを作ろう！

10：00～
 14：007/31（木）7 4

寺尾地域
ケアプラザ

10：00～
 15：008/1（金）9 8

ソレイユの丘

10：00～
 15：008/24（日）

11

爽快な競技! 
ボートを経験してみよう!

車いすの子や保護者同士も
ゆったりのんびりコース

鶴見川漕艇場9：15～
 12：00

8/6（水）13

パン屋さんにおでかけ＆
パンづくりをしよう！

ワークサポートセンター
アンジュ（戸塚区）

9：00～
 16：008/8（金）15 6

プールに行こうふれ～ゆ

ホットプレートでノンフライアメリカン
ドッグづくり＆しゃぼん玉で遊ぼう

潮田地域
ケアプラザ

10：00～
 14：00
10：00～
 15：00

8/22（金）

8/22（金）
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總持寺で、お坊さんと遊ぼう!總持寺

鶴見市場地域
ケアプラザゆうづる

13：00～
 16：307/31（木）8 15

15

8/7（木）14 5

電車に乗って花やしきに行こう!浅草花やしき9：45～
 16：308/19（火）16 10

9：30～
 16：00
13：30～
 15：30

8/5（火）12 8
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※申込用紙を区社協に来所にて提出（本人のみ可）。申込用紙は区社協（窓口・HP）及び区内学校にあります。

内容●区内の福祉施設・作業所・ボランティア団体などでの体験
オリエンテーション●7月25日（金）15:30～16:30または26日（土）13:30～14:30
活動●7月28日（月）～8月15日（金）のうち原則3日間
全体会●8月22日（金）14:00～16:00
対象●区内在住・在学の中～高校生
申込●7月1日（火）～5日（土）13:30～16:30
※申込用紙を区社協に来所にて提出（本人のみ可）。申込用紙は区社協（窓口・HP）及び区内学校にあります。

参加費●300円（保険料として）
※その他活動先によっては自己負担あり（交通費・食事代・検便代など）

夏休み期間にボランティア活動に挑戦
してみませんか？やってみたい！とい
う気持ちがあれば大丈夫。3日間の活
動は、きっと素敵な経験になります。

【第75号】2014年6月1日発行／編集・発行◇社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会 TEL.045-504-5619 FAX.045-504-5616
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鶴見区社協の情報紙



　昨年１２月１日、全国一斉改選（３年任期）に伴い、鶴見区民生委員児童委員、主任
児童委員が再任、新任委員も含め326名の方が委嘱されました。少子高齢化が急速
に進む中、ひとり暮らし高齢者の安否確認、見守り活動等の支援がますます必要とな
ります。民生委員児童委員の訪問活動の体制づくりが急務といえます。
　また災害時要援護者の支援につきましても、委員一人では何もできません。横浜
市では、震災対策条例を改正して、鶴見区では名簿登載を拒否した人を除いて「情
報共有方式」を一部地域で導入して、地域（自治会町内会）で一人でも多くの要援護
者の命を救うことを目指しています。地域の方々と一緒になって誰もが安心安全で、
住みやすい街になるように委員一丸となって頑張っていきたいと思います。

◀「おのしおキッズ」は毎月第2水曜日の午前中、潮田地域ケアプラザで開いています。
7年目を迎え、参加したママの口コミなどで地域外の親子も来るようになりました

会長　神保修治

認を最優先しました。「話し相手はその日最初に会
う人」という独居の高齢者が増えているなか、顔の

見える関係を
広 げ た いと
思って活動し
ています。

ひとり暮らし高齢者や
災害時要援護者の見守りと
子育てサロンの運営に
取り組んでいます

ひとり暮らし高齢者や
災害時要援護者の見守りと
子育てサロンの運営に
取り組んでいます
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◀定例の集まりな
どでは、地域の課題
や取り組みを報告
します

①区社協窓口への持参 （月～土 9時～17時）  
②銀行振込　
★物品寄付についてもご相談ください。

横浜信用金庫 鶴見駅東口支店 普通042900
社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会　
善意銀行　伊藤 学（イトウ マナブ）

平成26年1月1日～4月30日　
（　）内は期間内の寄付回数

寄付の方法

振込先

善意銀行寄付者 善意の寄付を
ありがとうございました 

金銭寄付者（敬称略・順不同）東寺尾商品開発部●小宮山慈音●つるみ元気塾ほっとりんく●滝
口房枝（2）●前島学●佐々木悦子●公益社団法人鶴見法人会女性部会●鶴見薬剤師会●ＮＰＯ法
人ワーコレたすけあいつるみ●横浜労福協東部支部●潮田町二丁目町会●林正己●三谷冨二子●
鶴見区自治連合会婦人部●上末吉婦人会●寺尾ファミリー少年野球部●特定非営利活動法人 あ
しほ●鶴見大学附属中学校・高等学校鶴友同窓会●小野芳太郎●㈱ニュー・トーヨー（2）●岩澤夛
鶴子●海野奎吾●匿名（3）
物品寄付者（敬称略）吉兆グループ（4）●日産自動車株式会社横浜工場●ナイス株式会社●匿名

福祉つるみ74号で寄付者のお名前を誤って標記してしまいました。お詫びして訂正いたします。
神奈川土建一般労働組合 → 神奈川土建一般労働組合横浜鶴見支部

● 「福祉つるみ」の発行費は、共同募金配分金を活用しています。● 「福祉つるみ」では広告を募集しております。
● 一部地域では、障害者地域作業所が配布しています。● 次号（第76号）は、平成26年10月1日発行です。

鶴見区民生委員・
児童委員協議会

　　　　  日ごろはお住まいを訪ねて挨拶をし、お元
気な様子を確かめます。今年2月の大雪では、訪問・
見守り対象の全ての方に電話を入れて無事を確認
しました。地域のみなさんが私たちに心を開くには
月日が必要です。任期が一区切りしてもさらに続け
る委員が多いのは「気心の知れた関係が災害時の支
援に欠かせない」という思いが強いからでしょう。
　　　　 私たちの活動を一人でも多くの方に知って
いただけるよう、自治会町内会の集まりやケアプラ
ザなどで取組を報告し、回覧板で各家庭にお知らせ
しています。東日本大震災当日は、訪問先の安否確
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る委員が多いのは「気心の知れた関係が災害時の支
援に欠かせない」という思いが強いからでしょう。
　　　　 私たちの活動を一人でも多くの方に知って
いただけるよう、自治会町内会の集まりやケアプラ
ザなどで取組を報告し、回覧板で各家庭にお知らせ
しています。東日本大震災当日は、訪問先の安否確

下山さん

柴岡さん

主 任 児 童 委 員

特 集

地域の人やケアプラザ、
民生委員・児童委員と
連携しながら子育てを
応援する「おのしおキッズ」を
運営しています 

地域の人やケアプラザ、
民生委員・児童委員と
連携しながら子育てを
応援する「おのしおキッズ」を
運営しています 

安心して暮らせるまちになるように安心して暮らせるまちになるように

地域の一員として、皆さんの
心配事や困り事を一緒に考
え、必要な機関へつなげます。

地域の人の状況や支援が必
要な人を把握し、支援が必要
な人が地域で安心して暮せ
るよう、日常的に訪問して、
見守っています。

皆さんの暮らす地域から推薦
され、皆さんの立場に立って、
様々な福祉活動を行うボラン
ティアです。

関係機関への
つなぎ役です！

地域や困っている方の
見守り役です！

地域福祉を担う
ボランティアです！

　発育の様子や親子関係の悩みなど、子どもの成長とともにいろいろなことがある子育てを応援するのが主任児
童委員。生まれたばかりのお子さんがいる家庭を区の職員と一緒に訪ねる「こんにちは赤ちゃん訪問」を通じて、

気軽に相談を、と案内することもあります。
　小野町地区、潮田西部地区の主任児童委員が取り組む事業のひとつが
「おのしおキッズ」。毎回5、6人の委員が参加し、ママと0～3歳の子ども
を迎えます。自身の子育て経験や保育士などの職歴を生かせるため、任
期を終えてもボランティアで関わる人は珍しくありません。「委員活動を
通じて、想像以上にたくさんの地域の人たちと知り合えるのが主任児童
委員のいいところ」リーダーの小川はるみさんが話してくれました。
　

地域ごとの担当委員のお問合せは、鶴見区役所福祉保健課 運営企画係 へ　 510-1791　510-1792

民 生 委 員 ・ 児 童 委 員

民生委員・児童委員 主任児童委員

あなたのまちの
身近な相談役

あなたのまちの
身近な相談役

寺尾地区民生委員・児童委員
下山耐子さん、柴岡美恵子さん 小野町地区、潮田西部地区の

主任児童委員のみなさん


