鶴見区社協の情報紙

クイズ★

ここは鶴見のどこの空？

87号

※応募方法などは紙面下
「鶴見区社協より」
をご覧ください

つるみサマーフレンドの会場にもなります

❶ 鶴見図書館
❷ ふれーゆ
❸ 鶴見スポーツセンター

ボランティア・講座募集
点字・録音版も!

『福祉つるみ』
タウンニュース版

2018年6月7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

夏はボランティアの季節です。

Tel 504-5619 Fax 504-5616

ボランティアは、誰かのために、今のあなた
ができること。いろいろな人と出会うこと。
夏はその機会にあふれています。

コース

2018

この夏、一番ドキーンとする
「サマフレ」
体験

障害のある子と接するのは難しそう? そんな不安は始まってみれば
吹き飛びます。サマフレで、あなたも子どもたちと一緒に楽しい時間
を過ごしませんか。

研修会
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【内容】障害のある子ども(小学1年～高校3年)と遊ぶ 【対象】高校生以上
【謝礼】1日につき1,000円 ※ボランティア研修あり・7月21日(土)13：30～（予定）
【申込】6月16日(土)までに電話かメールで、①希望するコース②研修参加の
可否③氏名・住所・電話番号④メールアドレス⑤学校名・学年または職
業⑥応募動機を ※応募多数の場合は抽選
Tel 504-5619
サマフレ専用Mail summerfriend@yturumi-shakyo.jp
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会

活動時間

13：30～予定

鶴見区社協

ボランティア研修会
コースメンバー顔合わせ
アツコ先生のリトミック♪
お買い物をしてパフェ作りをしよう！

10：00～15：00

寺尾地域ケアプラザ

10：00～15：00

鶴見市場地域ケアプラザ

10：00～14：00

ふれ～ゆ

10：00～15：00

矢向地域ケアプラザ

エアロビクスでからだを動かそう！
＆身近なもので作るプチフレーム♡

13：00～16：00

總持寺

總持寺で、
お坊さんと遊ぼう！

10：30～12：30

馬場地域ケアプラザ

10：00～15：00

駒岡地域ケアプラザ

車いすの子や親同士も
ゆったりのんびりコース♪
駒岡の畑で野菜をとって、カレーとデザート作り！
オリジナル時計・コマを作ろう！

潮田地域ケアプラザ

おにぎり作り、ダンスを踊ろう！

10：00～15：00

ボランティア
定員
（人）

冷やしうどんづくり＆たのしい縁日
プールに行こう！
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ワークサポートセンター
アンジュ（戸塚）

パン屋さんにお出かけ＆
パンづくりをしよう！

10：00～12：00

鶴見川漕艇場

爽快な競技！ボートを体験してみよう！
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10：00～14：00

ふれ～ゆ

プールに行こう！

4

9：00～15：30

9：45～16：00

三浦YMCA
グローバル・エコ・ヴィレッジ

マイクロバスで三浦へ！
カレー作り＆貝殻拾いをしよう！
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※7・8・9・10コースではボランティア募集はありません

ようこそ、ボラセンへ
(鶴見区ボランティアセンター)

▲きっかけ ◆体験した内容 〇体験して良かったこと

ボラセン(鶴見区社協内)は、鶴見区内

▲4年前、障害者の外出を手伝いたくてボラ
センに相談に行き、サマフレを紹介されて。
◆マイクロバスで三浦ふれあいの村（現：三
浦YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジ）
へ行き、バーベキューを楽しむなど。
〇最初はペアを組んだお子さんにうまく対
応できないままに終わったけれど、これ
までサマフレで経験したことが、週3回
行っている通学通所の付添いボランティ
アに生かされていること。ボランティア活
動を通じて知り合いが増えたこと。

▲興味のある農業にかかわるボランティア
ができないかとボラセンへ相談に行き、
サマフレを勧められて。
◆畑での野菜収穫、カレー・デザート、オリ
ジナル風鈴づくりなど。
〇ペアを組んだ中学生のことが少しずつ分
かるようになったこと。同じコースに参加
した“ボランティア経験豊富な社会人”、
“人と接することが上手な高校生”から多
くを教えられたこと。日常では出会うこ
とのない人たちから得ることの多さ。

のボランティア活動の相談窓口です。さ
まざまなボランティア情報を紹介するほ
か、企業からのボランティア相談、福祉
教育の相談にも応じています。
Te l 504-5625(ボラセン専用)
Fax 504-5616
Mail vc@yturumi-shakyo.jp
(ボラセン専用)
利用時間 月～土曜日9：00～17：00
祝日と年末年始(12/29－1/3)を除く

場

鷲見 麻友子(すみ まゆこ)さん

手話、
はじめの一歩

“手・フレンド・鶴”で
手話を学びませんか

手話サークル“鶴の会”で
一緒に学びませんか

初心者大歓迎。95歳も頑張っています。
【日時】毎週木曜日10：00～12：00
【会費】6か月 5,000円
【申込・問合せ】 斎藤 Tel 575-4587

多くの方の参加をお待ちします。初心者大歓迎。
【講師】岩沢正雄（手話指導者）
【日時】毎月第2・3・4火曜日(月3回)
19：00～20：30
【会費】1か月 500円
【申込・問合せ】 高橋由美子 Tel 581-2276
(火曜日除く20：00～21：00)

庄司 猛さん

手話サークルf-net
参加者募集
「今日から使える手話入門講座」
【日時】9月13日～11月1日(毎週木曜日全8回)
18：30～20：30
【受講料】初回時に1,000円(テキスト代含む)※以降無料
【定員】20人(初心者大歓迎) 【締切り】7月31日(火)必着
【申込】住所、氏名、電話番号を次のいずれかへお気軽に
Tel 080-4838-8924
mail kk43j3i1s-nhyshide@i.softbank.jp／堀内
Fax 044-222-3310／丸井

講習場所はすべて、鶴見区福祉保健活動拠点(下記参照)です

善意銀行

30年1月1日～3月31日受付分

くらしに、
まちに、
あなたのお金が生きている
※敬称略・順不同 ( )内は受付期間内の寄付回数

金銭寄付者

駒岡地域ケアプラザ、潮田地区センター、鶴見法人会女性部会、鶴見薬
剤師会、鶴見区自治連合会婦人部、待鳥元子、特定非営利活動法人あ
しほ、鶴見区制90周年記念事業実行委員会、鶴見区制90周年記念社
交ダンスパーティー実行委員会、公益社団法人鶴見法人会厚生委員会
(2)、冨士造園株式会社、匿名(3)、窓口募金箱

物品寄付者

吉兆グループ(3)、
日産自動車株式会社横浜工場、匿名

寄付の方法

① 区社協窓口への持参 月～土曜日9：00～17：00
② 金融機関への振込
★物品の寄付についてはご相談ください

振込先

横浜信用金庫 鶴見駅東口支店 普通0042900
カブラギ カツヨシ
社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会 善意銀行 鏑木 克芳

鶴見区社会福祉協議会

鶴 見 区 福 祉 保 健 活 動 拠 点 ならび に 鶴 見 区 社 会
福 祉 協 議 会 は 、鶴 見 川 と 潮 鶴 橋 の 近くに あ る
ビルに 入っています。

「クイズ」
＆
愛読者アンケート

タイトル左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、6月21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馬場の赤
門、応募者数は43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。
※「表紙クイズ」応募に関わる個人情報
は、当選者への賞品発送と
「福祉つるみ」
紙面作成の参考にのみ利用いたします。

◆2018年度『福祉つるみ』
はタウンニュース版のほか、10月1日(第88号)と2019年2月1日(第89号)の発行予定です。
◆『福祉つるみ』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います。
〇編集委員／岩本登、鴇田良子、蔵本美佐子、桑島主税、佐藤智宏

