
事　業 40件 3,961,060 40件 2,851,900

研　修 1件 20,000 1件 14,400

運　営 36件 1,430,000 36件 1,029,600

77件 5,411,060 4,000,000 77件 3,895,900

Ｈ２１年度　共同募金配分金事業助成　配分決定額

配分件数
配分決定額

（十の位以下は切捨）

4,000,000

区分 申込件数 予算額申込額合計



ＮＯ 区分 団体名 事業名 事業内容 配分額

1 事業 青木第一地区社会福祉協議会
青木第一地区福祉盆踊り
大会

地区内にある障害者作業所通所者・利用者と一般高齢者、地域住民
で盆踊りを通してお互いの理解と交流を深める 108,000

2 事業 青木第二地区社会福祉協議会 納涼盆踊り大会 高齢者、障害者、児童を含めた盆踊り 86,400

3 事業 あゆみの会 あゆみの会
脳梗塞や脳出血等で麻痺や言語障害などが残りながらも生活自立
のためリハビリ等を行うグループ教室です。 21,600

4 事業 入江地区社会福祉協議会
入江地区お楽しみ福祉大
会

外出の機会の少ない高齢者が秋の1日、地元の園芸上手の人の唄
や踊り等に親しみ、また近隣の方々とおしゃべりしていただける場を
設ける

79,200

5 事業 大口七島子供を見守る会 ギネスに挑戦
紙型から切り取った手作り紙ヒコーキの飛行時間を競う大会。幼児か
ら高齢者まで幅広い参加者を集います。 79,200

6 事業 大口七島地区社会福祉協議会 大口七島地区　大運動会 大口七島地区連合町内会、社会福祉協議会主催の運動会 108,000

7 事業
大口七島地区
民生委員児童委員協議会

大口七島地区　地域交流
まつり

当地区、各町内会、民生委員児童員連絡協議会、障害者施設、学校
による模擬店の出店、フリーマーケット、ゲームを行う。 108,000

8 事業 神奈川区視覚障害者福祉協会 一日バス研修旅行 盲導犬体験とＳＬ乗車による自然の体感。 36,000

9 事業 神奈川地区社会福祉協議会
地区社協理事、自治会役
員、高齢者、地域リーダー
養成事業

地区社協役員及び自治会役員、高齢者との交流及びリーダー候補
の研修、防犯、環境。災害などの高齢者、弱者への対応などの勉強
をし、交流を図る。

79,200

10 事業 神之木西寺尾すくすく子がめ隊 すくすくかめっこ 親子のたまり場 36,000

11 事業 神之木西寺尾老人給食会 配食サービス ひとり暮らし高齢者に調理をした食事を配食し、安否の確認をする。 36,000

12 事業 神大寺地区社会福祉協議会
福祉ふれあいお楽しみの
集い

高齢者と児童のふれあいの場を設け（歌・踊り）、誰もが安全で安心
して住める地域の親睦を図る会です。 86,400

13 事業 幸ヶ谷地区社会福祉協議会 高齢者親睦会 会食・歌・警察署等の話 50,400

14 事業
子安・入江地区
民生委員児童委員協議会

まちをきれいにして、エコ
マネーでお買い物

民生委員、社協役員、子ども会、保護者、老人会で自分が住んでい
るまちを掃除する。終了後、子どもだけエコマネーで駄菓子屋さんで
買い物をする（町内会館にセットする）

28,800

15 事業
子安通一丁目
地区社会福祉協議会

グランドゴルフ大会
地域住民親睦交流。
特に高齢者を対象とするが、地域住民の親睦交流を図ること。 79,200

16 事業 シニアクラブお助け会
シニアクラブ敬老の日を祝
う会

９月２１日集会所に集まれる方と昼食をし、レクリエーションを行い、
楽しい一時を過ごします。来られない方には紅白まんじゅうを配りま
す。

72,700

17 事業
障害者や高齢者と一緒に
お祭りを楽しむ実行委員会

福祉夏祭り 手古舞の出し物やお宮くぐり、ゲームなどの模擬店 79,200

18 事業 白幡地区社会福祉協議会
ときめき白幡２００９地域
福祉交流会

模擬店やフリーマーケットを始め、小中学生による演奏活動、地元医
師による住民の健康相談、交通部による電動自転車の安全な乗り方
教室など。

93,600

19 事業 新子安地区社会福祉協議会
新子安地区社協福祉大会

（第23回）

１．高齢者会員相互の親睦と交流を深める　２．高齢者による演芸大
会　３．高齢者へのお楽しみ福引きと参加品の贈呈　４．子安小児童
合唱部の合唱

86,400

20 事業 神北地区社会福祉協議会 ふれあい盆踊り大会
神北地区内各町内会の合同で、夏の盆踊りに対する希望が高まり、
神北地区全体の力を結集して、盆踊りを復活させ、地域住民、児童、
障害を持つ方々との交流を行い、楽しみの場を作り出す

108,000

21 事業 神北地区民生委員児童委員 ふれあいお楽しみ会
今回はイタリアの楽器であるオカリナとギターによる絶妙なハーモ
ニーの調べを堪能していただきます。曲目は動揺など心温まる名曲
や楽しい曲が中心になり、きっと満足していただけると思います。

79,200

22 事業 菅田地区社会福祉協議会 菅田地区芸能大会
菅田地区内の高齢者を主に、各自の持てる業を披露し合うことによ
り、相互の連帯感を深め、住みよい地域を作り安心できる町作りをす
るため、歌謡、踊り等の芸能発表会

93,600

23 事業 菅田民生委員児童委員協議会
輝け菅田の子フェスティバ
ル

地区内の子ども及びその親と相互の情報交換を行うことにより、仲間
意識を養い、明るい元気な子を育てることのできるよう討論会、打合
会、映画会を実施する。

79,200

24 事業 ソラマメの会 焼きそばの会
ハワイアンバンド演奏、フラダンス、焼きそばこんにゃくなど食しなが
らのお楽しみ会。 28,800

25 事業 高尾山ハイキング事業委員会 高尾山ハイキング
参加者である障害児者の余暇活動と親のレスパイト、新規ボランティ
アの発掘と育成を目的。夏休み最終日または夏休み終わりの頃に高
尾山ハイキングを実施。雨の日は別プランを実施する。

79,200

26 事業 竹の子会
ミニデイサービス（お楽し
み会、食事会）

ボランティアが中心になって、近隣の高齢者の方を対象として、ミニデ
イサービスを行っています。 28,800

27 事業 西寺尾すくすく子がめ隊 子育てサロン
子育て中の親子を対象とした、親子同士が楽しく過ごせるたまり場作
り。
先輩ママの育児アドバイスや情報提供。読み聞かせ。手作りおもちゃ

36,000

28 事業 のぞみ健康教室 のぞみ健康教室
ストレッチ体操、はまちゃん体操、ハンドヒーリング、ツボ体操、セラバ
ンド、かんたんな手話、ダンベル体操、柔軟体操（腰痛、膝痛他の予
防体操）

36,000

H21年度　共同募金配分金事業助成 配分先一覧



ＮＯ 区分 団体名 事業名 事業内容 配分額

29 事業 羽沢支えあい新聞編集委員会
羽沢支えあい新聞編集委
員会

羽沢地区地域支えあいイベント、事業の情報発信、編集、発行、配布 50,400

30 事業
福祉まつり”ふれあって羽沢”北
部会場実行委員会

福祉まつり”ふれあって羽
沢”北部会場

１　手作りの美味しい模擬店、フリーマーケット　２　福祉体験コー
ナー、健康相談　３　自治会町内会のサークル発表、小学校（よさこ
い踊り）、中学校（ブラバン演奏）

108,000

31 事業
ふれあって羽沢南部実行委員
会

ふれあって羽沢南部会場
１　手作り模擬店、フリーマーケット　２　地元産農産物、花鉢物販売
３　福祉体験コーナー、健康相談　４　自治会町内会のサークル発
表、中学校吹奏楽部演奏他

108,000

32 事業 松見地区社会福祉協議会 松見地区福祉演芸大会
カラオケ、舞踊などをサークル活動として楽しんでいる高齢者中心の
発表。多くの人に見て貰える場が出来、日常活動にも励みになり、心
身ともに元気に過ごせる一要因として、定着事業となっている。

79,200

33 事業 道草の会 デイサービス
認知症および虚弱高齢者にデイサービスを実施する。毎週水曜日午
前10時から午後3時半まで。お話会、レク活動、季節的行事など盛り
だくさんのスケジュールでデイサービスを行っています。

79,200

34 事業 三ツ沢地区社会福祉協議会
三ツ沢地区社会福祉大会
（ふれあい交流）

高齢者、小学生（5・6年生）、中学生（1～3年生）、地域福祉団体との
触れあい交流（劇等も実施） 93,600

35 事業 三ツ沢ふれあい会
三ツ沢地区高齢者会食、
配食

地区内の独居老人、高齢者世帯を対象とし、会食・配食サービスを
行う。 108,000

36 事業 宮向団地手話の会 手話教室 毎週金曜日19:30～21:00に宮向団地集会所で手話講座を行う。 36,000

37 事業 麦の会 麦の会クリスマス会
毎年恒例のクリスマス会。1年に1度こども達、親、協力者、ボランティ
アさん、地域の方々が参加して親睦を深めたり各教室の発表を見た
りします。

79,200

38 事業
横浜市神奈川区
精神保健地域家族会

日帰りバスハイク
親子での家族間交流と心身のリフレッシュを図る。外気にふれる事に
より、社会と接する喜びを味わう。梅を観る。オルゴール館見学。 36,000

39 事業 らら・むーぶ神奈川
移動サービス
（外出支援）

通院・通所・買い物・リハビリその他外出支援 72,000

40 事業 六角橋地区社会福祉協議会
「カンツォーネとオペラinか
なっくホール」

日頃外出機会の少ないひとり暮らし高齢者および高齢者世帯の方々
を本物のカンツォーネとオペラを聞いたり、歌を歌ったりしていただき
ます。また、県職員による寸劇で楽しみながら学びます。

79,200

2,851,900

ＮＯ 区分 団体名 事業名 事業内容 配分額

1 研修 盲ろう児親の会 盲ろう教育について
盲ろう教育について専門にかかわっている方達と研修を受け、情報
を取り入れる。家族や盲ろう児者を支援してくれる人にもうろう教育に
ついて理解を深め教育に活かす。

14,400

14,400

ＮＯ 区分 団体名 配分額

1 運営 青木リハビリ教室 28,800

2 運営 神奈川区肢体障害者福祉協会 28,800

3 運営 神奈川区聴力障害者福祉協会 28,800

4 運営 神大寺リハビリ教室 28,800

5 運営 グループスヌーピー協力者会 28,800

6 運営 子育て情報誌ＳＯＷＳＯＷ 28,800

7 運営 菅田リハビリ教室 28,800

8 運営 横浜こぐま園 28,800

9 運営 横浜やまびこ会神奈川区支部 21,600

10 運営 VOICE神奈川 28,800

11 運営 愛のほほえみ　キッチンどんぐり 28,800

身体障害者の交流、リハビリを目的に活動する。

肢体障害者の交流、会員間の相互扶助、体育の向上などを目指す。

会員相互の福祉向上を目指し、文化的教養を高め、親睦を深めるとともに、地域社会の発展に
貢献する。

中途障害者のリハビリ教室

地域訓練会グループスヌーピーの支援

子育て情報誌の発行

障害者余暇支援活動

心臓病児が集団生活の楽しさを知り、自立することの喜びを見いだせるよう、保育者と保護者が
協力し合い、保育を進める。

自閉症児・者についての啓蒙と治療教育、福祉等についての広い運動を行う。

視覚障害者の方などを中心に、音声訳による援助を行う。

独居高齢者を対象とした会食会の開催

事業内容



ＮＯ 区分 団体名 事業名 事業内容 配分額

12 運営 クラブふくすけ 28,800

13 運営 ご近所お茶のみ会 28,800

14 運営 こぶしの会 28,800

15 運営 さつき会 28,800

16 運営 手話サークルわかば 28,800

17 運営 白幡こぶしの会 28,800

18 運営 たちばな会 28,800

19 運営 なでしこ会 28,800

20 運営 なべの会 28,800

21 運営 にじの会 28,800

22 運営
配食サービスグループ
「オリーヴの会」

28,800

23 運営 羽沢北部ミニデイ　コスモス会 28,800

24 運営 羽沢南山ゆりボランティアクラブ 28,800

25 運営 パソコンクラブ菅田 28,800

26 運営 二ツ谷昼食会 28,800

27 運営 ふれあいサークル 28,800

28 運営 フレンド・ワン 28,800

29 運営 三ツ沢地区ボランティア 28,800

30 運営 麦の会協力者会 28,800

31 運営 木曜いこいの広場 28,800

32 運営
横浜コミュニティ研究会
たんぽぽ会

28,800

33 運営 より道の会 28,800

34 運営 レタスの会 28,800

35 運営 和の会 28,800

36 運営 神奈川区更生保護女性会 28,800

1,029,600

高齢者・障害者への理解を高め、より住みやすい地域社会を作るために福祉活動に参加する。

高齢者の人達が四季を感じながら楽しいひとときを過ごす。

視覚障害者の方などを中心に、お互いに助け合える関係をめざし誘導、生活支援等を行う。

高齢者ふれあい給食会

地域の聴者と聴覚障害者が共に生きていくために、手話を学び、聴覚障害者団体とともに諸問
題の解決と福祉の向上をめざし活動する。

高齢者が地域の方とお互いに交流を図り、気軽に声を掛け合い、支えあって、住み慣れた街で、
安心して暮らしていけるように支援していくことを目指し昼食会を行う。

手作り料理による食事の提供

たんまち福祉活動ホームでの昼食作り
老人ホーム等での講習会開催

高齢者の会食会

地域の精神保健福祉ボランティア活動にかかわり、精神障害をもつ人々の交流の「憩いの場」と
して年10回お茶会を開催する。

適切な食事を用意出来ない高齢者に対し、栄養のバランスのとれた食事を配食し、在宅での生
活をできるだけ長く維持できるようにする

羽沢町北部地区の高齢者を対象とし、より良い在宅サービスと認知症防止策の一助としてのミニ
デイサービス、その他の福祉支援を行う

高齢者・障害者が老後を住み慣れた地域でいつまでも生き生き元気で暮らせるよう、引きこもる
ことなく骨粗鬆症の予防の運動等を行う。

認知症防止のためのミニデイサービスや互いに支えあう子育て支援を行う。

パソコン勉強会

７０才以上で一人暮らしの方と昼間ひとりの高齢者の方などを中心に、お互いを助け合える関係
を目指し会食会を行う。

地域の聴者と聴覚障害者が共に生きていくために、手話を学び、聴覚障害者団体とともに諸問
題の解決と福祉の向上をめざし活動する。

高齢者、障害者などのハンディキャップを持った人々が、地域社会の中で生活していくために必
要な援助を研究する。

動物とふれあう事による精神的、肉体的効果を生かし、高齢者、障害者、子どもなどに楽しんで
もらう。

高齢者のミニデイサービス

会食会

会員相互の親睦と地域社会の福祉向上のため、更に高齢者の健康増進等を目的とし、月に１度
の食事会を開催している。

女性の立場から明るい社会の建設を期し、更正保護思想の推進に協力すると共に、地域社会の
浄化と防犯思想の普及徹底に努める。

高齢者の安否確認、食事の配食、高齢者対策

神奈川区障害児親の会である「麦の会」を支援することによって、障害児やその家族が地域の中
でより良く暮らせる事を目指す。


