
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2185 横浜港南ロータリークラブ週報 
2020．2．12．[水] 第 2428回例会報告 

 

◎司 会               上杉ＳAA委員 

◎ロータリーソング   『それでこそロータリー』 

◎ソングリーダー             福田委員 

◎ｹﾞｽﾄ・横浜市港南区社会福祉協議会 

主事 大年浩治様 

     ・横浜市港南区社会福祉協議会 

主事 山中大輔様 

・横浜市港南区社会福祉協議会 

事務局長 小清水経仁様 

◎ﾋﾞｼﾞﾀｰ 新横浜ロータリークラブ 佐藤佳一様 

                   

◎出席報告                瀧出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

38(7)名 28(6)名 76.3% 78.9%  81.0% 

（  ）内は出席免除会員数 

 

◎ 会長報告  

① 地区より、阿曽会員（第３回）と豊場会員（第２回）

にポール・ハリス・フェローが授与されますので、バ

ッジを贈呈します。 

◎ 幹事報告 

① 理事会報告を行います。 

・ 職業奉仕委員会 

６月３日にケンタッキー本社の見学を行います。料金

は無料。早めに出席のご確認をお願いします。 

・ プログラム委員会 

今期のプログラムは全て決定済みの為、何かプログ

ラムがありましたら、次年度に致します。 

・ 親睦委員会 

クリスマス家族例会と新年夜間例会の決算報告と、

４月と６月の夜間例会の企画案の報告がありまし

た。 

・ 青少年奉仕委員会 

次年度の米山奨学生は世話クラブとして受け入れる

ことになりました。 

・ 研修委員会 

  ３月に３回行う卓話について、企画を練っています。 

 

◎ 地区ＲＹＬＡ委員長 佐藤佳一様より 

 

 

 

 



例年この時期に行っていたＲＹＬＡ研修をゴールデンウ

イーク（2泊 3日）に高尾山で行います。 

ＲＹＬＡは研修でリーダーシップを養うロータリーの今後

に繋がるようなプログラムです。是非参加者のご推薦

をお願いします。 

 

◎ 委員会報告 

① 会報委員会                 豊場委員長 

  第２１８４号の週報の訂正をお願いします。 

・ Ｐ１左１２行目、Ｐ２右３行目・７行目 

           （正）           （誤） 

          副理事長         副理事 

・ Ｐ３左６行目    

           自信           自身 

・ Ｐ４左１３行目     

      ワールドポーターズ   ワイルドポーターズ 

・ Ｐ４右１３行目 

          ミネ工業         ミネ業 

② 米山奨学委員会             市川委員長 

  『ロータリーの友』２月号のＰ２２に『ポリオのない世

界を想像しながら・・・世界ポリオデー』の記事が掲

載されていますのでお目を通して下さい。 

③ 親睦委員会                  國光委員 

＊ 会員入会記念日祝   

 西山会員(３日)・高森会員(６日) 

山野井会員(２３日) 

 

◎ 尾形幹事より 

港南区社会福祉協議会のご紹介 

港南区社会福祉協議会ではいろいろな事業をされて

いますが、我々が知らない部分がたくさんあります。 

ロータリークラブの理念の社会奉仕の観点からも、港

南区社会福祉協議会の皆さんと、社会奉仕に関してお

互いに力を合わせることが出来ると思い、活動内容の

報告をして頂き、いろいろな形でお互いに支援して頂け

たらと思います。 

 

◎ 横浜市港南区社会福祉協議会 

事務局長 小清水経仁様 

 

 

 

 

 

 

港南区には地域ケアプラザのような団体があります

が、協働で地域づくりを行っていくという大きな方針が

あります。その中の一部を担わせて頂いているのが社

会福祉協議会です。 

 社会福祉協議会は様々な分科会を組織する団体が

集まって、作って頂いている協議体です。例えば、民生

委員や自治会・町内会等で団体を作り、その団体が集

まり部会を構成し、その中から理事・評議員が決まって

いて、事務局として皆さんのお手伝いをする３名で本日

は参りました。 

 社会福祉協議会は横浜市などから頂いている委託事

業と独自の財源でやっている独自事業があります。 

『移送サービス事業』 

公共交通機関を使えない高齢者などを移送するために、

ボランティアを募り車を出して目的地までお届けします。

これは横浜市の要介護などの方以外の人でも独自財

源でやっています。 

『移動情報センター』 

障害者版の移送サービスです。移送サービスにはいろ

いろな事業所がありますので、どんな事業所なのか障

害のある方やご家族からの相談を受けて、外出目的や

行動先などニーズに沿った情報を提供します。事業所

だけでは賄えないので、移動のボランティアの方は

日々活動しており、小学生の手を引いて学校まで送る

など、育成とコーディネートを日々行っています。 

『あんしんセンター(権利擁護事業)』 

金銭管理を身体的にも精神的にも出来ない方など、車

いすで銀行に行けない等。精神疾患があり、契約能力

はあるけれど、浪費してしまい、どうしていいかわから

ない等。精神疾患の方は、保護者の方と暮らしていて、

自分で金銭管理することがなく、大人になるまで頼って

きたので自分でするのが難しいなどの支援をするのに

金銭管理の契約を結んで支援をしています。 



『生活福祉資金』 

貸付事業になります。教育で今は受験のシーズンです

が、学校の入学資金がないとか、私立など一度に金額

を納めなければいけないなど、進学をあきらめる子供

は結構います。そのような方に県の社会福祉協議会が

作った制度の中の生活福祉金を港南区社協が窓口と

して行っています。 

独自事業を紹介します。 

『ボランティアセンター』 

困っている方が誰かに助けて欲しいということと、何か

自分は誰かの役に立ちたい。というこれをマッチングす

る仕組みになっています。年々ボランティアさんが少な

くなっております。 

『善意銀行』 

区民や企業等からの善意の物品や金銭などをお預か

りし寄付者の希望をもとに、どうやって配分するのかを

決定します。 

『福祉教育』 

学校や地域住民、企業に対し、福祉を学ぶ機会を提供

します。小・中・高校生のみならず、横浜市の職員にな

った方やバスの運転手さんなど、どのような支援が出

来るのかを手を挙げて頂き、当事者の障害者の方たち

と一緒に社会福祉協議会の人間と地域ケアプラザにも

コーディネーターがいますので、皆で一緒に小学校やタ

クシー会社等に赴き、こんなことが出来ますと紹介しま

す。 

『当事者活動支援』 

障害児者の地域での様々な当事者支援を行っていま

す。障害のお子様もだんだん体が大きくなると、お風呂

に入れることができなくなります。高齢者の障害の施設

のお風呂などがありますので、そういったものに結び付

けるなど、様々な支援を致します。 

皆様からの寄付がどのように使われているかという

と、災害ボランティア活動です。全国からボランティアの

方がやってきますので、どうやってボランティアの方を

有効活用しようかと考えている団体『ボランティアネット

ワーク組織』というものがありますので、こちらの支援を

させて頂くと共に、区の社会福祉協議会がボランティア

センターを災害ボランティアネットワークと共に運営する

形になっています。市民と共同で地域性をよく知ってい

る区民の方、災害ネットワークのボランティアの方、全

国ネットの区の社会福祉協議会が相まって、災害に備

えて日々話し合いをしております。 

平成２７年のデーターでは、先ほど話した学費の為

に進学を諦めるお子さんは全体の２０％位いました。明

日の食事を買えなかったという人が１５％いるのです。

そんな子供の為に子ども食堂というものが立ち上がっ

ています。いくつかの子ども食堂を取りまとめて、どうや

って食料を獲得するのか、直接貧困世代の方が港南

区で言えば生活支援課に来ますが、区役所は食料を

渡す機関ではありません。生活保護を申請してお金を

受けられるまで時間がかかるので、困っている方には、

区役所から社会福祉協議会の『フードドライブ』では、

毎年食料を寄付してもらい、生活保護申請をしている

方に配分しますので、区役所から相談が来たらいらっし

ゃる方が大勢います。 

 障害児・者の仲間・輪づくりの応援など、先ほども申し

上げたように、支援をするだけでなく、つなげるというこ

とで、民生委員と懇談会を開催し、障害者の方も地域

の中で住みよい街をつくる取り組みをしています。 

 高齢者の介護予防と支え合いを応援し、『ひまわりホ

ルダー』を２００円位で購入し、ケアプラザにご自分の飲

み薬などの個人情報を登録して頂くと、緊急時ひまわり

ホルダーに番号が書いてあればわかるようになってい

ます。これは高齢者用と障害者用があります。 

 寄付について、次の３つの方法をご用意しています。 

・特別賛助会費 1口 5,000円より 

・善意銀行 現金または物品による寄贈(常時受付) 

(善意銀行の預託金は配分申請団体にお渡しします) 

・赤い羽根共同募金 毎年 10月～12月 

 近年求められていることがあります。貧困世帯やひと

り暮らしの高齢者の方で、片付けが出来ずゴミ屋敷に

なったり、家がうっそうとしていて、近隣から火事になっ

たら大変など、一人ひとりの困りごとを解決しなければ

いけない様々な課題があります。これらを解決するた

めに港南区は１５の地区社協、連合町内会もあります

が、その中に福祉ネットワークという組織があります。 

これは社会福祉協議会で金銭的にも一律支援をしてお

りますが、地区にはボランティアセンターがありますの

で、地区ごとに助けるという悩みを自分たちの中で解決

する仕組みがあり、共同募金の年末助け合いの資金

から出させて頂いております。様々な問題が起きている



ので、それに取り組んでいかなければと思っています。

更に、先ほど申し上げた、社会福祉施設の中の障害者

を救う気持ちが高まっています。 

社会福祉法が改正され、社会福祉法人は地域貢献を

するべきだという文言が法律の中に入りました。以前か

ら社会福祉法人は法人設立当初から地域の貢献の為

に施設等を立てています。更に、他の事もやろうという

機運が高まっていますので、皆様や地域でお困り事を

抱えている方、自治会・町内会の方と一緒にその施設

をどうやって有効活用しようかと会員同士の話し合いを

更にしていかないといけないと思っております。 

最後に災害です。これは直近の課題だと思っていま

す。いざ、災害が起こると障害者の方や高齢者の方は

大きな困りごとを抱えることになります。一つの避難所、

例えば体育館の中で青年の障害者の方がぴょんぴょ

ん飛び跳ねたり、大きな声を出したりすると、東日本大

震災や熊本地震の時も、ご理解のない方に阻害されて

しまう状況は起こりえるのです。深刻な事態になる時に、

その方が上手く被災場所や福祉避難場所から、もっと

生活しやすい関係性を日頃から築くことが大事です。

理解してくれる人が避難所にいれば安心できる部分が

ありますので、日ごろから備えをさせて頂いております。 

そして、先ほど話したボランティアネットワークの力強さ

を増強していかなければいけない部分が社会福祉協

議会の使命としてもあります。 

近年、台風の被害がたくさんありました。長野県など

に港南区の社会福祉協議会では横浜に被害がなかっ

たので、昨年ボランティアバスを出しました。財源として

は共同募金でやりましたが、宿泊費は出ないのです。

長野県は大変な被害状況であり、ボランティアバスに

参加して下さった方は、ご自身が区に帰って、『こんな

備えが必要だ』と言っていました。ボランティアバスとい

う事業を行う事によって、まだ被災地支援をしたことが

ない方にも幅広く参加できる機会を提供できたら良いと

考えています。 

日々の活動の中のボランティアや災害時のボランテ

ィアもあります。ボランティアバスやボランティア募集、

従業員の皆様や会社全体で何かボランティア活動を年

に一度やりたいなど、様々な場面があると思います。ご

案内できるよう努力してまいりますので、その時はお知

らせ下さいますようお願いします。本日は有難うござい

ました。 

 

◎ ニコニコボックス           國光委員 

新横浜ロータリークラブ 佐藤佳一様 

  本日はＲＹＬＡのＰＲで参りました。参加者の推薦を

是非お願いします。 

根本会長 

  港南区社会福祉協議会の皆様、本日はよろしくお願

い致します。 

地区より佐藤ＲＹＬＡ委員長ようこそいらっしゃいまし

た。 

尾形幹事 平山会員 海野会員 市川会員 

  港南区社会福祉協議会小清水様・大年様・山中様

ようこそいらっしゃいました。本日はよろしくお願い

致します。 

新横浜ＲＣ佐藤佳一様ようこそいらっしゃいました。 

高森会員  

  本日は社会福祉協議会小清水事務局長の卓話を

楽しみにしております。 

  本日は入会記念祝を頂き有難うございます。 

４１年目です。 

坂巻会員 

  社会福祉協議会の皆様、日々の活動感謝申し上げ

ます。 

大井会員 

  港南区社会福祉協議会の皆様ようこそいらっしゃい

ました。 

髪を切りましたが、娘たちから酷評です。夫は無関

心を装っています。 

天野会員 飯島会員 橋浦会員 佐々部会員 

青柳会員 福嶋(昭)会員 小後摩会員 

  港南区社会福祉協議会の皆様ようこそいらっしゃい

ました。 

 ニコニコボックス本日合計 １９，０００円 

ニコニコボックス 累 計   ８８５，０００円 

 
◎ 米山チャリティボックス  
             坂巻米山記念奨学委員長 
青柳会員 大井会員 坂巻会員 佐々部会員 

根本会員 橋浦会員 ６名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ６，０００円 

米山チャリティボックス累計 １５９，０００円 

◎ 次週の予定 
２月１９日(水)  子育て支援ＮＰＯちゅーりっぷ 

◎ 会報                大井会報委員 


