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「社会福祉協議会」は住み慣れた地域社会の中で､「誰もが安心して自分らしく暮ら

せる地域社会をみんなでつくりだす」という活動理念のもと､住民やボランティア･

市民団体の方々など区域の公私福祉関係者とともに地域福祉活動を中心に､様々な

活動を展開する民間の団体です。（社会福祉法第１０９条に位置付けられています）
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保護司会や更⽣保護⼥性会をはじめ、多くの⽅々のご協⼒で、
多くの⽅々の協⼒で、

防止を周知しました
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横浜市青葉区社会福祉協議会
：９７２－７５１９    

http://www.aosha.jp

青葉区福祉保健活動拠点「ふれあい青葉」

「社会福祉協議会」は住み慣れた地域社会の中で､「誰もが安心して自分らしく暮ら

せる地域社会をみんなでつくりだす」という活動理念のもと､住民やボランティア･

市民団体の方々など区域の公私福祉関係者とともに地域福祉活動を中心に､様々な

活動を展開する民間の団体です。（社会福祉法第１０９条に位置付けられています）

     イベント
障がいを持つ弱視の⽅のために、教科書や小説などの書物を

に合せて、パソコンや手書きで拡大して作成するボランティアを
この機会に、ボランティア始めてみませんか？

毎週⾦曜日 １０時
ふれあい⻘葉 ２F  参加費：未定（教材費等）

※お名前、ご連絡先をご記⼊ください。
拡大写本ボランティア担当までお願いします。

拡大写本ボランティア

区社協プロジェクト始動

市が尾駅にて駅頭キャンペーンを実施しました。 
台風１１号の影響で、荒天が予想される中での実施でしたが、
保護司会や更⽣保護⼥性会をはじめ、多くの⽅々のご協⼒で、

駅頭キャンペーン 
社会を明るくする運動 

しました、テーマ型プロジェクトについて、参加希望の会員を募集しています。現在、５つのテーマに
ついて募集しています。団体のみでは解決できないような課題について、分野や種別を超えて横断
的に多くの⽅と協議してみませんか？※正会員の皆様へプロジェクト詳細と参加アンケートを送付

、是非、アンケートにお答えいただくか、職員へお声掛けください。
①地域で⾒守り活動検討プロジェクト、②⼦どもの貧困問題対策検討

福祉教育プログラム開発プロジェクト、④災害時障がい者支援検討プロジェク
ト、⑤地域社会と障がい児者を考えるプロジェクト

横浜市青葉区社会福祉協議会 

    

http://www.aosha.jp 

青葉区福祉保健活動拠点「ふれあい青葉」

「社会福祉協議会」は住み慣れた地域社会の中で､「誰もが安心して自分らしく暮ら

せる地域社会をみんなでつくりだす」という活動理念のもと､住民やボランティア･

市民団体の方々など区域の公私福祉関係者とともに地域福祉活動を中心に､様々な

活動を展開する民間の団体です。（社会福祉法第１０９条に位置付けられています）

     イベント
障がいを持つ弱視の⽅のために、教科書や小説などの書物を

に合せて、パソコンや手書きで拡大して作成するボランティアを
この機会に、ボランティア始めてみませんか？ 

１０時~１２時
参加費：未定（教材費等）

※お名前、ご連絡先をご記⼊ください。
拡大写本ボランティア担当までお願いします。

拡大写本ボランティア養成講座

区社協プロジェクト始動!！

皆さん、⻘葉区社協の旬な情報を
にて毎月お届けしているのは、ご存知ですか？
講座や助成⾦、各種事業の他、地域情報を
発信しています。８月は市ヶ尾地区の情報を
お届けします！
毎月第３火曜日
FM84.1

台風１１号の影響で、荒天が予想される中での実施でしたが、
保護司会や更⽣保護⼥性会をはじめ、多くの⽅々のご協⼒で、 

 

しました、テーマ型プロジェクトについて、参加希望の会員を募集しています。現在、５つのテーマに
ついて募集しています。団体のみでは解決できないような課題について、分野や種別を超えて横断

※正会員の皆様へプロジェクト詳細と参加アンケートを送付
、是非、アンケートにお答えいただくか、職員へお声掛けください。

①地域で⾒守り活動検討プロジェクト、②⼦どもの貧困問題対策検討
福祉教育プログラム開発プロジェクト、④災害時障がい者支援検討プロジェク

ト、⑤地域社会と障がい児者を考えるプロジェクト 

 

青葉区福祉保健活動拠点「ふれあい青葉」 

「社会福祉協議会」は住み慣れた地域社会の中で､「誰もが安心して自分らしく暮ら

せる地域社会をみんなでつくりだす」という活動理念のもと､住民やボランティア･

市民団体の方々など区域の公私福祉関係者とともに地域福祉活動を中心に､様々な

活動を展開する民間の団体です。（社会福祉法第１０９条に位置付けられています） 

      早わかりイベント 
障がいを持つ弱視の⽅のために、教科書や小説などの書物を

に合せて、パソコンや手書きで拡大して作成するボランティアを

１２時 （全８
参加費：未定（教材費等）

※お名前、ご連絡先をご記⼊ください。 
拡大写本ボランティア担当までお願いします。

養成講座

！ 

FM
放送中です！

皆さん、⻘葉区社協の旬な情報を
にて毎月お届けしているのは、ご存知ですか？
講座や助成⾦、各種事業の他、地域情報を
発信しています。８月は市ヶ尾地区の情報を
お届けします！ 
毎月第３火曜日
FM84.1 

本社協だより４月号にてお知らせ
しました、テーマ型プロジェクトについて、参加希望の会員を募集しています。現在、５つのテーマに
ついて募集しています。団体のみでは解決できないような課題について、分野や種別を超えて横断

※正会員の皆様へプロジェクト詳細と参加アンケートを送付
、是非、アンケートにお答えいただくか、職員へお声掛けください。

①地域で⾒守り活動検討プロジェクト、②⼦どもの貧困問題対策検討
福祉教育プログラム開発プロジェクト、④災害時障がい者支援検討プロジェク

早わかり

障がいを持つ弱視の⽅のために、教科書や小説などの書物を 
に合せて、パソコンや手書きで拡大して作成するボランティアを 

８回） 
参加費：未定（教材費等） 定員：先着

拡大写本ボランティア担当までお願いします。 

養成講座 

FM サルース
放送中です！

皆さん、⻘葉区社協の旬な情報を
にて毎月お届けしているのは、ご存知ですか？
講座や助成⾦、各種事業の他、地域情報を
発信しています。８月は市ヶ尾地区の情報を

毎月第３火曜日 11：00~

本社協だより４月号にてお知らせ
しました、テーマ型プロジェクトについて、参加希望の会員を募集しています。現在、５つのテーマに
ついて募集しています。団体のみでは解決できないような課題について、分野や種別を超えて横断

※正会員の皆様へプロジェクト詳細と参加アンケートを送付
、是非、アンケートにお答えいただくか、職員へお声掛けください。

①地域で⾒守り活動検討プロジェクト、②⼦どもの貧困問題対策検討
福祉教育プログラム開発プロジェクト、④災害時障がい者支援検討プロジェク

早わかり

定員：先着 15

サルース
放送中です！

皆さん、⻘葉区社協の旬な情報を FM サルース
にて毎月お届けしているのは、ご存知ですか？
講座や助成⾦、各種事業の他、地域情報を
発信しています。８月は市ヶ尾地区の情報を

00~ 

本社協だより４月号にてお知らせ
しました、テーマ型プロジェクトについて、参加希望の会員を募集しています。現在、５つのテーマに
ついて募集しています。団体のみでは解決できないような課題について、分野や種別を超えて横断

※正会員の皆様へプロジェクト詳細と参加アンケートを送付
、是非、アンケートにお答えいただくか、職員へお声掛けください。

①地域で⾒守り活動検討プロジェクト、②⼦どもの貧困問題対策検討
福祉教育プログラム開発プロジェクト、④災害時障がい者支援検討プロジェク

早わかり 

15 名 

サルース 
放送中です！ 

サルース
にて毎月お届けしているのは、ご存知ですか？ 
講座や助成⾦、各種事業の他、地域情報を 
発信しています。８月は市ヶ尾地区の情報を 

本社協だより４月号にてお知らせ 
しました、テーマ型プロジェクトについて、参加希望の会員を募集しています。現在、５つのテーマに
ついて募集しています。団体のみでは解決できないような課題について、分野や種別を超えて横断

※正会員の皆様へプロジェクト詳細と参加アンケートを送付
、是非、アンケートにお答えいただくか、職員へお声掛けください。 

①地域で⾒守り活動検討プロジェクト、②⼦どもの貧困問題対策検討
福祉教育プログラム開発プロジェクト、④災害時障がい者支援検討プロジェク


