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編集後記

平成 27年度も多くのご協力をいただき、みなさまのあたたかいお気持ちに心より感謝いたします。これからも地域の
信頼を得られる活動を行い、みなさまから寄せられた会費・募金がさらに地域で活かされるよう努力してまいります。

「赤い羽根共同募金」は、神奈川県共同募金会を通じて平成 28 年度
に県内の施設や団体に配分されます。
「年末たすけあい募金」は、港南区社協を通じて申請のあった区内の
団体・活動に配分しました。

会費・募金へのご協力
ありがとうございました

（順不同・敬称略）◎納入者一覧

［特別賛助会費］  ２８８,０００円

［世帯賛助会費］  ３,０７７,８３０円

◆募金実績（平成２８年１月３１日現在）
　赤い羽根共同募金 ・・・ 14,210,353 円
　年末たすけあい募金 ・・・ 4,723,419 円

平成27年度　赤い羽根共同募金　
年末たすけあい募金（平成27年10月～）

◆年末たすけあい配分先

1,510,000円

1,500,000円

1,000,000円こうなんふれあい助成金
（福祉活動団体・障害児者団体等の事業・備品購入費）

地区社協活動助成

地区社協事業助成（福祉ネットワーク）

平成27年度　日本赤十字社社資募集運動（平成27年5月～）

日本赤十字社神奈川県支部に送金し、国内外の救援活動や
区内の救急法講習会の開催・罹災世帯への災害見舞金に
あてられます。

（平成 28 年 1月 31 日現在）
［社資］ １１,９３０,２２３円

34団体

15地区

15地区

( 平成 27年 4月 1日～平成28年 1月 31日受付分 )

平成２7年度　港南区社協

世帯賛助会費・特別賛助会費

　後見的支援制度は、知らない人が多いと思われるので、周知
を丁寧にしていく必要があると感じました。障がいのあるご本人
に向き合って、寄り添って支えてくれるという制度はご本人・家族
にとって大きな将来への道しるべになるだろうと思います。

障害者後見的支援室　すまいる港南
TEL841-8410　FAX370-7503
港南区港南中央通1-12　1階

港南区に住んでいる18歳以上の方を対象に、障がい
のある方とその家族が願う、地域での暮らしを実現
する方法を一緒に考えます。

将来どうなるのか
不安だなぁ・・・ いろいろ相談

したいけど何から
すればいいんだろう… 障害者後見的支援室

「すまいる港南」

本人

親

平成28年度『こうなんふれあい助成金』のお知らせ
区内のボランティア活動や障がい児者の福祉活動を支援す
る助成制度です。区民の皆さまから寄せられた共同募金
などの寄付金が主な財源となっています。

■報告書提出　27年度に助成を受けた団体は、
28年4月28日(木 )16時までに『完了報告書』
の提出が必要です。報告書が提出されない
と新規の申請はできません。

■申請受付　平成28年4月11日 (月 )～ 28日 (木 )
および、5月9日 (月 ) ～ 17日 (火 )までの土日を除く
平日10時 ～ 16時　港南区社協窓口で受付けます。

（株）髙森・（株）清華楼・（有）大輪・（株）南州電設・（有）光成
（株）京急百貨店・港南テクニクス（株）・（株）あんざい
（有）石力石材店・太平住販（株）・（株）大山組建材・（有）丸吉商事
ねもと（有）・やはぎクリニック・（株）首都圏サービス・
ワミレスコスメティックス（株）・建設情報サービス（株）・（有）飯島測量
（有）共栄商事不動産・港南ゴルフセンター・（株）染谷商店
（有）中央美工社・（株）ツクイ・（株）サカエ塗装・中村建設（株）
（株）エヌテック・（株）古屋商店・（株）清水康益社・（有）粉間組
（株）一幸堂・（株）中萬学院・（有）宅井装飾・（有）祓月技建
（株）京急メモリアル上永谷斎場・東京ガスエコモ（株）・（有）佐藤組
（株）新世・（株）ふじばす・（株）プリントン・（株）勇吉
（宗）自性院・（宗）福聚院・（宗）浄念寺・田沢　ハル子・利根川　和代

（平成28年 1月 31日現在）

障がいのある方や家族にとって心強い支援室「すまいる港南」が開設されました。
この制度が地域に根付くことの意義と、見守り・支え合いのネットワークで誰もが
安心安全に日常生活を過ごせることの大切さを、取材を通して感じました。（K.K）

　後見的支援制度は、障がいのある方が住み慣れた
地域で暮らし続けることをサポートする仕組みです。
ご本人に寄り添い、安心して話していただけるように
なりたいです。焦らず一人ひとりとじっくり向き合って、
本当に必要な人に届くよう港南区のかたちを創って
行くことが大事だと考えています。

すまいる港南職員からのコメント

担当職員　高山さん　 　あんしんサポーター　小松さん

本人 担当
職員

あんしん
サポーター

あんしん
マネージャー

あんしんキーパー

▶相談してください。

連絡しよう！

私たちがいなくなったら
どうしよう・・・

編集委員

が開設！が開設！障害者後見的支援室障害者後見的支援室
港南区に港南区に

　3月1日、港南区に障害者後見的支援室「すまいる港南」が開設されました。横浜市障害者後見的支援制度は、横浜市
独自の制度で、障がいのある方とその家族が住み慣れた地域で、安心して暮らすことを支援するために、平成22年から
開始しました。港南区では、社会福祉法人そよかぜの丘が運営し、市内18区中15番目の開設になります。

くわしくは専用の

パンフレットがあります▶
〈配布場所：区役所、区社協、すまいる港南など〉

区役所 警察 港南区社協

横浜少年鑑別所

公園

すまいる港南

港南中央駅

が「すまいる港南」を訪問しました！

「社協だよりこうなん」は、港南区民を主な対象とした地域
福祉の広報誌です。毎号 85,000 部を発行し、港南区に
お住いの方に配布されるほか、港南区内にある関係施設や
ＰＲボックス等にも置かれています。
詳細は下記連絡先までお問い合わせください。

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
横浜市港南区港南4－2－8　3階（そよかぜの家３階 )
TEL 045-841-0256    FAX 045-846-4117
E-mail toiawase@kounan-shakyo.jp

お問い合わせ・お申し込みは

「社協だよりこうなん」の広告を募集します！

自治会町内会、区社協会員団体、地域ケアプラザ、区役所、横浜市社協
配 布 先



栄区後見的支援室とんぼは、

制度が開始された平成22年に、開設しました。

現在、登録者は98名います。

様々な障がいのある方が身近に相談

できる場となっています。

Q1
Q2

　面談の頻度は月
１回程度が多い

ですが、登録し
た方と相談して

決めます。

通所先と家では
登録者の違った

顔を

見ることができ
ます。

面談を重ねてい
くとご自分のこ

とを

たくさん語って
くださるように

なり

関係が深まって
いくことが嬉し

いです。

　ご登録者の方
に話を聞かせて

もらう中で支援
室全体がチーム

と

なって個々の登
録者を見守って

いけるように取
り組んでいます

。

あんしんサポー
ターは、

どのような活動

をしていますか
？？

ご家族からはご本人への想いや
何気なくしている暮らしのことを
伺っています。後見的支援室は、
思いを受け止める場所だと
感じてもらえると嬉しいです。

何もない時からつながってほしい。
何でも構わないので話して
もらいたいと思います。

「話したことで気持ちの整理がついた」
という登録者もいました。

登録者にとって
後見的支援室は、どのような場所だと

思ってもらいたいですか？？

●見守りネット…お客さんやご近所の異変を発見した時、どこに
連絡すればよいかわかるよう、地域の商店・事業所に登録してもらい
「見守りステッカー」を掲示をお願いしています。
▶現在の登録商店・事業所は45件です。

　地域では、日頃から様々な形で
見守りが行われています。その中
から日野南地区社協の取り組みを
紹介します。
　日野南地区社協は、“見守りネット”、“支えあいサポート”、
“ちょこっと助け合い”の三本柱で活動を進めています。

●支えあいサポート…隣近所で新聞・郵便物が郵便受けに溜まって
いたり、何日も雨戸が閉まっていたり、洗濯物が干しっぱなしなどの
気になることがあった場合に、担当地域の民生委員へ連絡するとい
う仕組みです。▶114世帯164名が登録しています。

●ちょこっと助けあい…ボランティアを募集し、利用者宅で庭の手入
れ、話し相手、通院などの送迎の付き添い、安否確認の声かけをして
います。▶登録ボランティアは86名、登録利用者は35名です。

見守りネットステッカー 支えあいサポートステッカー

　港南区障害者団体連絡会（区障連）は、港南区で活動する子どもから大人までの障がいを持つ当事者団体の集まりです。

現在３３団体が加入しており、構成は当事者・家族・支援者から成り立っております。活動の主な目的は、障がい者理解と啓発を

地域に広めることとし、ふれあいスポーツ交流会・バスハイクなどの行事を通して、ボランティアの発掘や育成を図っています。

　また、地域での取り組みとして、地域防災拠点での防災訓練への障がい者の参加の呼びかけや地域の方々への障がい者

理解を求める活動を始めています。

　当事者団体である区障連にとって3月より始まった後見的支援制度は障がい者に寄り添って日常生活での困り事、そして

将来に対する不安を一緒に考えてくれるという制度だとお聞きして、大いに期待しています。　　  （代表　早坂　由美子）

くしょうれん

当事者の作品

取材を終えて

　定期的な面談を重ねていくうちに、
ご本人が思いの丈を話してくれるようになる。
その思いを受け止めることが大事である。
それが後見的支援制度のいい所である
というお話が印象的でした。

Q3

　登録者本人や
家族との関係が既に

できている方を中心に

登録をしてもらっています。

障がいのある方の

理解者を増やしていきたい

と思います。

あんしんキーパーは
どのような人が
登録していますか？？

取材の様子

とんぼ外観

ふれあいスポーツ交流会バスハイク

地域の見守り活動紹介地域の見守り活動紹介
福祉・保健活動

防犯・交通安全 防災・減災活動

自治活動

三本柱のサポート活動

見守り・支えあいが必要な人たち
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～日野南地区社協～～日野南地区社協～～日野南地区社協～

区障連も後見的支援制度に期待しています！区障連も後見的支援制度に期待しています！区障連も後見的支援制度に期待しています！

とんぼ に突撃取材
栄区後見的支援室編集委員が

とんぼ
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