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みなさまによって支えてられている
みなみの、様々な地域福祉活動を
ご紹介いたします。
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南区社会福祉協議会は、誰もが住みなれた地域で安心して暮らしていく
ために、ボランティア、福祉・保健関係者や行政の協力を得ながら地域
の福祉活動を進め、またその活動を応援する組織です。

みなさまの 寄付で支えられています
みなみの 地域福祉活動
南区社会福祉協議会は、
「誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会をつくり出す」ために、地域住

民や社会福祉関係者などに参加・協力をいただきながら、区内でさまざまな福祉サービスを実施したり、
住民のみなさんが自主的に行う福祉・保健活動を支援しています。その財源の一部は区民のみなさまか
らの会費や寄付などに支えられています。
平成 25 年度も区民のみなさまからのご支援、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

ご協力いただいている会費・寄付と主な使いみち
区社協賛助会費

日本赤十字社活動資金（社資）

区社協が実施する事業を支援いただくための会費です。

日本赤十字社の活動資金のための募金です。

○送迎サービス事業

○区内の家屋火災や風水害被災者への見舞金

公共交通機関での外出

区内で火災等の被害にあわれた方に見舞金や救護物資をお渡

が難しい在宅の高齢者

ししています。

や障がい者の送迎を行

○防災事業等への助成・災害意識啓発事業

うボランティア活動を支

連合町内会等で開催される防災に関わる事業への助成をして

援しています。

います。

○南
 区地域福祉保健計画
の推進
第 2期南区地域福祉保健計画活動に基づき、地域や団体が実施
する活動を支援しています。

更生保護活動寄付金
犯罪や非行をした人の立ち直りを支援する更生保護活動を支
えるための寄付です。

共同募金（赤い羽根募金）
「地域福祉の推進」を目的として、民間の福祉施設や団体が実施

○保
 護司会・更生保護女性会への助成
犯罪や非行をした人の立ち直りを支援する保護司や更生保護
女性会の活動を支援しています。

するさまざまな福祉活動に役立てられています。

○
「社会を明るくする運動」

事業

○区
 内の社会福祉施設や福祉

犯罪や非行のない

団体・作業所などへの配分

地域をつくるため

○区
 内の16 地区社会福祉協

に、一 人 ひ と り が

議会の事業費

考え、参加するきっ

「トモニー助成金」として、区

かけをつくること

内で活動する非営利な地域福

をめざす「社会を明

祉推進事業や障がい福祉推

るくする運動」事業

進事業を支える貴重な財源と

を支援しています。

なっています。

平成25年度南区社会福祉協議会事業計画
第 2 期南区地域福祉保健計画（平成 22
～27 年度）の推進 4 年目となる今年度は、
「身近な地域のつながり・支えあい活動推
進事業」を新たに位置づけ、福祉関係機
関が地域住民と一緒に解決を図る「住民
主体の地域福祉活動」を進めます。事業
推進にあたっては、
「推進地区社協」を 2
地区モデル地区として選定し、地域ケア
プラザなどと連携し、住民支援・地域支
援を最重点に取組みます。その他、ボラ
ンティア活動の促進と相談機能の強化、
地域・各種団体・学校との連携強化によ
る見守り体制の構築、災害時の要援護者
支援の取組みなどを重点的に実施します。
また、今年度は、区社協活動の内容を
定期点検する意味から、第三者評価を受
審します。
平成25年度一般会計予算（単位：千円）
22,962
264
3,675
16,308
11,196
1,000
7,759
1,251
5,287
8,152
77,854

法人運営費
ボランティアセンター事業費
地区社協支援事業費
福祉保健活動拠点運営費
共同募金配分事業費
善意銀行配分事業費
送迎サービス事業費
権利擁護事業費
地域福祉推進事業費
福祉基金運営費
支出合計

東日本大震災義援金

1. 担い手の育成 

地域住民や小中学生に対して福祉に対する理解・啓発を行い、福祉保健活動の担い手を発掘します。
①テーマ別、対象別ボランティア講座の開催
主な取組
②小中学校の福祉教育講座での Kokua
（コクア）
による体験型プログラムの実施

2. 情報の発信 

広報紙「社協みなみ」や「ホームページ」を活用して、地区社協活動や福祉保健情報をわかり
やすく届けます。
①地域ケアプラザやみなみ市民活動・多文化共生ラウンジなどとの連携強化
主な取組
②地域ケアプラザ等との連携強化と情報の共有化

3. 活動の場づくり 

地域のサロン（集いの場）開設や運営を支援します。また、地区社協等の組織体制強化を支
援します。
主な取組 ①サロンや各団体の活動支援と地域、団体、小中学校との交流や連携の促進

4. ネットワークづくり 

地域の福祉保健の課題解決に向けて、地域、各団体、関係機関等とのネットワークの構築を
目指します。
①障がい児者団体や商店街等と連携し、福祉協力店のモデル実施
主な取組
②権利擁護事業を推進し、生活全般を見据えた支援を実施

5. 身近なサービスの充実 

「身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業」
を進め、見守り支えあい活動の充実を推進します。
①地区社協の活動支援と基盤強化
主な取組
②地域ケアプラザとの連携を強化し、住民による身近な地域福祉活動を支援

6. 災害時要援護者支援

災害救援ボランティアネットワークの体制強化に取組みます。また、南区障害児者団体連絡会
や障がい児者の親のグループ Kokua
（コクア）
と協働して、要援護支援への理解促進に努めます。
主な取組 ①災害ボランティアネットワークの組織体制の強化
②障がい児者団体等と連携した災害時に備えた取組の実施

受付期間を延長しました

東日本大震災で被災された皆さまには、心からお見舞い申し上
げます。
区民の皆さまにご協力いただいた義援金は、共同募金会、日本
赤十字社を通じて被災地に届けられます。受付期間は平成 25 年 3
月 31 日
（日）
までとなっておりましたが、期間が平成 26 年 3 月 31
日まで延長となりました。引き続きご協力お願いいたします。

東日本大震災義援金 募金額

20,589,866 円

ふれあいショップ
「サンテ」
障がいのある方が働くラウンジです。
障害者地域作業所等で製作した小物やクッキー、パン、お弁当などを販
売しています。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

平
日： 9：00 ～ 17：00
日・祭日：11：30 ～ 17：00 （休日：土曜・夏季・年末年始）
〒232-0024 南区浦舟町 4-57
市民総合医療センター 6 階 ラウンジ内
TEL&FAX：045-231-5133

（平成 25 年 3 月 31 日現在）

みなみマーノ
親子工作

善意銀行寄付者（H25年1月1日～H25年3月31日）※敬称略、順不同
光俊

みなみマーノ保育園
（担当：沢田・大八木）
TEL：260-1152 FAX：231-2281

南区ボランティアセンターよりお知らせ

ボランティアをしてみたい、ボランティアをお願いしたい…
ボランティアに関する相談をお待ちしています。

申込み・問い合わせ 南区ボランティアセンター（南区社会福祉協議会内） TEL：260-2531

●ボランティア入門講座

～はじめの一歩をここからスタートしませんか～

自分にできるボランティア活動の見つけ方やボランティア
センターの活用方法について楽しく学びます。希望者には講
座修了後ボランティア活動の紹介をします。
▽日 時：6 月 24 日
（月） 10：00 ～ 12：00
▽場 所：トモニー
（南区福祉保健活動拠点）
対面朗読室

1 つの傘をデザインしよう」

日 時：平成 25 年 8 月 3 日
（土）
14：00 ～ 16：00
場 所：みなみマーノ保育園
対 象：3 歳児～小学生
（保護者同伴）
講 師：佐々木孝先生
募集人数：20 人 参加費：200 円
申込み方法：参加者氏名と電話番号をご記入の上、
FAX または電話にてお願いします。

ご寄附いただいた金品は、区内の福祉関係団体・福祉施設・
ボランティアグループなどへ配分し、活動を支援しています。

・南区邦楽会
・
（株）太田不動産
・萩野
・手芸ボランティアすずらん
・井土ヶ谷キリスト教会教会学校
・塙 賢
・横浜英和学院
・資源循環局南事務所
・渡辺（姓のみ）

「世界に

FAX：251-3264

●小修繕ボランティア募集
在宅高齢者や障がい者を対象に、棚付けなどの簡易な修繕や庭
木の剪定・草取りなどの支援をしているリリーフクラブでは、いっ
しょに活動してくれるメンバーを募集しています。
庭いじり・日曜大工などに興味のある方、趣味を生かしてボラ
ンティアをしませんか？
▽活動日：月曜日～土曜日
（依頼の都度、都合を確認します）
▽場 所：南区内

