
メルマガ配信中　
情報配信サービスに登録すると、

毎月の港北ボラセン情報がメールで届きます！
（サービスは無料、通信費はご本人負担です）

① yokohamashakyo-address
　 @info-service.jp に空メール
　 を送信または、左のQRコー
　 ドを読み取って下さい。
②仮登録メールが届くので、
　メールに記載のＵＲＬに接続し、
　登録をお願いします。

登録はコチラから

アドレス登録用
空メールアドレス

{）））

フリーアナウンサーの生島ヒロシ氏を講師に迎え「元気に明るく楽
しく！～心と体と財布の健康～」がテーマの講演会を開催します。ど
なたでもお気軽にご来場ください。
・日時：令和元年6月13日（木）13時～14時30分（開場12時）
・会場：港北公会堂　・入場料：300円
※12～13時ロビーにてバザーも開催！

男のセカンドライフカレッジ
　下田地域ケアプラザ・日吉本町地域ケア
プラザ・港北区社会福祉協議会共催で男
性の地域デビューのきっかけづくりの為に
「男のセカンドライフカレッジ」を開催中。
　今年度２回目の講義は、「プロから学ぶ、
コーヒーの淹れ方」。大手コーヒーチェーン
スタッフを講師に招き、受講生12人がド
リップコーヒーを美味しく淹れるコツを学
びました。「家に器具はあったが触ってい

なかった。これを機に挑戦してみたい」などの声が聞かれ、２回目にもかかわらず、お互い打ち解
け和気あいあいとした雰囲気が印象的でした。

港北区ボランティア連絡会 40周年記念講演会

「スリーA」で元気に！
毎年、年３回程度の福祉講座を開
催しています。今年度も開催予定
です。９月に発行の広報紙「ひよ
し社協」でご案内をしております
ので、ご参加をお待ちしております。

日吉 大曽根 樽 菊名

月1回カレーを食べながら、こ
どもから高齢者まではばひろ
い世代同士の交流を進めてい
ます。（1月・8月お休み）

「おれんじの会（サロン）」「福祉講座」 「樽町なごみ食堂」

～福祉のまちづくりへ、財政的支援をお願いします～
区内１３地区社会福祉協議会（地区社協）で展開されている活動を支えていただく方を募集しております。（今回は4地区社協の紹介をします）

港北区社会福祉協議会賛助会員募集中！！

地域ケア
プラザと
活動して
います！vol.1

高齢者の方たちが気軽に集え
る場所として月２回のサロン　
月２回の健康麻雀を行っていま
す。年2回の会食なども
企画しています。

「スリーＡ」は誰でもできる運
動。ひとりではなく、みんなで
やれば効果も倍増！ 交流も大
切にしながら、楽しく認知症予
防や健康づくりに取り組んでい
ます。

例えば、こんな特技や趣味を… こんな活動に…（ボランティアセンターへの依頼の一例）

ピアノやオルガンなど楽器がひける！
・赤ちゃんやママたちの集まりで、童謡を歌います。伴奏をしてく
ださる方がいるといいのですが…
・高齢者施設です。利用者の誕生会で演奏を披露してくださる方
はいませんか？

車の運転が好き！ ・地域で高齢者が集まるサロンがあります。来たくても足が悪くて
歩いて来られない方がいて…どなたか送迎をしてくれませんか

リサイクル活動に関心がある！ ・アジア地域の支援をしているリサイクルショップです。ショップ
のお手伝いをしてくれる方を探しています

港北区ボランティアセンター通信港北区ボランティアセンター通信

【第94号】
共同募金
配分事業

ボランティア情報ボランティア情報 あなたの趣味・特技・経験…ぜひいかしてみませんか？あなたの趣味・特技・経験…ぜひいかしてみませんか？
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社会福祉
法　　人 横浜市港北区社会福祉協議会／港北区ボランティアセンター

☎045（547）2324  1045（531）9561月曜から土曜・午前8時45分～午後5時15分
問合せ先メールアドレスinfo@kouhoku-shakyo.jp　http://www.kouhoku-shakyo.jp/

〒222-0032　横浜市港北区大豆戸町13-1  吉田ビル206

問 合 せ
申込み先

●港北公会堂
●港北区役所
●ＡＯＫＩ

川崎信金●大倉山駅

至菊名

大豆戸交差点至新横浜 至菊名

綱島街道

東急線

至綱島

何でも気軽に
ご相談下さい

港北区社協
吉田ビル2・3階

港北区福祉保健活動拠点ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
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ふくしのまど
港北区社会福祉協議会

赤十字募金赤十字募金
地域の皆さまには赤十字運動の推進に多大なご尽力をいただき、
誠にありがとうございます。ご協力いただいた募金は、区内火事な
どの見舞金や地域防災資材整備の助成をはじめ、献血事業や震災・
水害などの被災者支援などに
役立てられています。

令和元年度 港北区社会福祉協議会 事業計画

基本方針
　身近な地域における支援体制づくりや会員組織としてのネットワークを活か
し、「誰もが安心して健やかに暮らせるまち港北」の実現に向けて取り組みます。

重点取組1
身近な地域における
支援体制づくり
　身近な地域で困りごとを
受けとめ、地域における多様
な主体が連携し、支えていく
取り組みを拡充します。

地区社協・小地域活動の
支援
　「一人ひとりの困りごと
を解決できる地域づくり」
へ向けて、地区社協が活動
の主体としてのみならず

重点取組4
事業推進に向けた組織
運営の充実・基盤強化
　事業の推進に向け、その基
盤となる組織運営の充実・強
化に努めます。

重点取組2
地区社協・小地域活動
の支援
　「一人ひとりの困りごとを解
決できる地域づくり」へ向けて、
地区社協が活動の主体としての
みならず地域における福祉の協
議体としての役割が発揮できる
よう活動の支援を進めます。

重点取組3
港北区地域福祉保健
計画の推進
　第３期「ひっとプラン港
北」も４年目を迎え、区域計
画における社協の取り組み
の一層の推進を図るととも
に第４期計画の策定に向け
て進めていきます。
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