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鶴見区社協の情報紙

問合せ先のないものは、

すべて鶴見区ポランティアセンター
(区社協内回5045625)ヘ
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【第77号】2015年2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.045‑504‑5619FAX.045‑504‑5616
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こどもを育てる地域の目
こどもとつながる地域輪
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「鶴見・あいねっと」推進とあいねっと活動の
一年間の取組を紹介します
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《内容》第1部社会福祉功労者感謝会

で

第2部事例紹介・イベント(鶴見総合高校和太鼓部・生麦隣子保存会)

《日時》平成27年2月28日(土) 13:30 16:0003:00開場)

.

《会場》鶴見公会堂(豊岡町2‑17ーガ 1 部皆)

鶴見・あいねっと

申込不要直接会場へお越しください
【同時開催】鶴っこ製品展示(陪害児者施設等の手作り製1)
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あいねっと&ボランティアコーナ

一

ノハビリテーションスポーツクラブ

ひよこ会保育ホランティア募集

「にこにこ会」
脳卒中の中途障がい者だけてなく、あらゆる障がいのある方を対
寡に、ローリングバレーやボッチャ・グランドゴルフなどに取り
組んでいます。社会(職場)復帰を最大の目的として、月3回以
上活動しています。健常者でやる気のある方も大歓迎!!
活日毎週木曜日(第3週は除く) 13:00 15:00
【,斤】 主に鶴見スボーツセンター
【会】 月600円
(体験は無料ですのでせひ体験から始めてください)

【問合せ】岩崎(圃090‑9101‑8597)
岡村(回080‑5532‑フフ78)

少し発達に不安のある子どもたちと遊んでいただける方を募集
します。少額の謝礼があります。

活日】主に毎週月曜日、水曜日 10:00 13:30
【所】鶴見区地域活動ホームもとみや
【問合せ】山下(皿045‑571‑2709)
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「表紙クイズ」&読者アンケート
QU0力ードをプレゼント!
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
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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、 3月31e EF'1'祈忠、

ず、

0園甜ンクス)^

は①鶴見消防署、応募者数は至京急川崎
41名でした。区社協ホーム
ベ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

504‑5616 Eメール:1nfo@yturumi・shakyo.jp)
河西英彦、中村啓子、蔵本美佐子、氏家美紀、内藤恵子

表紙
クイズ

ここは鶴見のどこの空?
日夜、区民のためIL

応募方法はウラ衷紙を
ごください

@鶴見 察署@鶴見区休日急患診療所@鶴見土木事務所
日づ者大゛今排一 014年1 貝?円柵彫

︑︑

鶴見区社会福祉協議会
504‑5619

︑ι

〒230‑0051 鶴見区鶴見中央432‑1UNEXビル5F

︑ト

【会場】鶴見中央地域ケアプラザ
【参加】 1,000円(テキスト代200円別)
【定員】 15名(先着順)
【申込み】鈴木(皿090‑7417‑9631)
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ジョナサン
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毎週木曜全8回
10:30 12:00 (初回10:00受付)

UNEXビル銀行

国道15号

電官値賢■.菊負黒官

旧時】 3月5日(木) 4月23日(木)

至川崎みずほ

こル珪っ

フレントの会「手話入門講座」参加者募集

(必着)までに,鶴見区社協
「アンケート係」ヘ。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

しゃ""
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特集
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̲、、トを借り、職場で福祉体
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Uつで.キ, 1辺して

禾11用してぃおだくセめに

ています。「クラスの中で隣の人を気遣い、大切にするよう

に、まちで出会う人に目を向けるきっかけになれぱ」(青木智
之校長)と、福祉教育を取ゆ入れて十数年。生徒が学んだ内容
は学年便ゆ・学校便りに載せて保護者、地域の人たちに紹介し

'車いす介助(新人社員研修でも実施)

JR東日本

.サービス介助士※の取得
÷ム益財団法人日本ケアフィット共育機構が課[
学ぴ、検{.、園る人への長し方などを
、古祉系の学校を中心に導入が進んでいます。
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(東日本旅客鉄道株式会社
■

1日に約15万人が利用するJR鶴見駅。いつも変
わることなく、安心して利用できる"し北傷尺"をめ
ざして「お客さまのために体を動かそう」を職場
のモットーに掲げ、白杖をお持ちのお客さま、車い
すを乙利用のお客さま、切符の購入などお困ゆの
お客さまを見かけると、すすんで声をかけるサ
ボートをしています。

学年でとにテーマを絞ゆ、年齢による体の変化、障害による
困ゆそとなどを体験や講座、学習を通じて生徒の理解を促し

取1/糸且んで・L,ること
●き忍知症ハー̲
1'ー"ーー1'ーーー
私ハーター養成講座の受講

...........................................................

2年前、認知症サポーター養成講座を受けた山田
友世さんは「(講座の中の)寸劇を見て認知症への
理解が一歩進み、症状が見受けられるお客様への
接し方に気を遣うようになゆました」と言います。今
年1月にも4日問にわたって養成講座を開き隔尺に勤
務する45人全員が受講しました。

ています。

1年生の福祉体験の様子
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毎年、市場尓文゜{,を実施
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知症サポーター講主

ハ古学ネ室て"1す・..
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生徒会福祉厚生委員
会のメンバーは夏祭ゆ
などの行事に参加し、
赤い羽根共同募金で街
頭に立ちます。先生も
学区内の地域を担当
し、行事協力や会合へ
出席してまちにとけこ
み、ひとのなかに入つて
いく工夫をしています。

「地域のなかの学校」である亢めILe々ノイディア
を練る、山峻先生(左)青木智之校長

rひとのなかに入っていくJ
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大七刀寸を、生徒も先生モ

します0
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1年生'高べ者の講話、手話学、
3年生.聴覚障がい者を""'

認知症サボーター養成講座の様子

駅利用者へのサービス全般を担当する、駅員の山田友世さんと助役の
坂巻誠さん

鶴見区知的障害児者親の会(地域訓練会)

横浜市立
市場中学校

ひよこム」

^息、金艮1丁^イ寸^善意の寄付をありがとうこざしぽしたヂ摺晶需ゞ籍眼

障害があっても、ひとりの人

金銭付者(敬称略・順不同)
岩澤夛鶴子(4)●東寺尾商品開発部●滝口房枝●大橋洋子●ハーモニー音楽教室生
徒一同・愛する会一同●鶴見区仏教婦人会●内田八江子●公益社団法人神奈川県宅地
建物取引業協会横浜鶴見支部●中島静江●おっさんネットワーク●中村国政●特定非
営利活動法人鶴見区民地域活動協会●市場地区社会福祉協議会●潮田地区センター

鶴見区知的障害児者親の会(地域訓練会)「ひよこ会」のメン
バーが、県立鶴見総合高校で福祉科選択の生徒を対象に講座を

小野輝子●神奈川土建一般労働組合横浜鶴見支部●オール市場自治連合会・社会

始めて5年。この日は2年生8人が参加し、発達障害の特徴を学

福祉協議会●片田由美子●三谷冨二子●横浜鶴見西ライオンズクラプ●小林健治●旭
硝子労働組合京浜支部●旭硝子労働組合本部●佐々木悦子●佐々木淳●大本山總持
寺三松会●鶴見コンクリート株式会社●上末吉地区社会福祉協議会●匿名(フ)

ぴ、その不便さを体験しました。「障害はわるいことでもはずか
しいことでもない、と多くの生徒に理解を深めてもらいたい」
と、講師を務めた長谷山景子さん、岡田美佐さんは言います。

「ひよこ会」の岡田美佐さん(左)、長谷山景子さん。
市立東高校でも講座を行っています

●「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

物品付者(敬称略)
吉兆グループ(4)■イトーヨーカドー鶴見店●匿名(2)

'

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こ相談ください。
*銀行振込いただく場合には、事前にお電話
にてこ一報ください。
横浜信用金庫鶴見駅東口支店普通042900
社会福袖去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)

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78号)は、27年6月1日発行です。

