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憩いの場
亀が岡喫茶室
オープン！

令和元年６月５日に、亀が
岡地域に「憩いの場
亀が岡喫
～逗葉地区コミュニティソーシャルワーク基礎研修～
茶室」という新しいサロンが
に参加してみよう！ オープンしました。毎週水曜
日、９時 30 分から 12 時ま
誰もが安心して安全に暮らせる地域づくりを目指すためには、既存の制度・
で、亀が岡自治会館で開催し
ています。参加費は 100 円で
サービスにつながりにくい、あるいは対応できない課題を抱える人々に対し
す。
て、身近な場で生活者と同じ視点を持って、地域住民や関係機関・団体との協
亀が岡喫茶室は、毎回のプ
働により支援を行うことが求められます。本研修では、円滑に課題解決につな
ログラムとして、
「健康体操」
げられるようコミュニティソーシャルワークの技術の習得を目的として開催
や「写真等作品展示」があり
します。基礎研修に参加し、みんなで地域を支えましょう！
ます。また、ウクレレや合唱、
日 時 令和元年 9 月 14 日（土）
詩吟等毎回楽しそうなイベン
10：00～15：00（受付 9：30）
トも用意しています。これら
会 場 逗子市役所 ５階会議室
のプログラムの多くは亀が岡
講 師 菱沼幹男氏（日本社会事業大学 社会福祉学部
地域の方が行っていて、地域
福祉計画学科 准教授）
全体で作っているサロンで
対 象 逗子市、葉山町在住在勤で地域活動に関心のある方
す。
参加費 無料（お弁当・飲み物をご持参ください）
当日は、挽きたてのドリッ
申 込 逗子市社会福祉協議会 ☎046-873-8037（ボランティアセンター）
プコーヒーが皆さんをお待ち
※手話通訳、要約筆記、託児が必要な方は、２週間前までにご相談く
しています。お近くの方、ぜ
ださい。
ひ行ってみてください！
共 催 逗子市･葉山町･逗子市社会福祉協議会･葉山町社会福祉協議会

「みんなで支える地域福祉」

←昨年度研修の様子。
参加者は 30 名を超え大好評の研修でした！
※コミュニティソーシャルワークとは、コミュニティに焦点を
あてた社会福祉活動・業務の進め方で、地域を基盤とする活
動やサービスを調整して支援を必要とする人に結びつける
ことや、新たなサービスの開発や公的制度との関係をその他
の関係機関等と連携して調整を行ったりすることです。

介護の基本が学べる、介護のプロにもつながる

ちびっこママのためのリフレッシュ講座

介護に関する入門的研修 受講生募集！

「陽だまりサークル」

●介護の仕事に興味・関心がある ●ご家族の介護に活かしたい
●ボランティア活動に役立てたい などとお考えの方に、資格を
有する専門講師が介護の知識をわかりやすく講義します。
対
象：介護の仕事未経験・未就労または資格未取得の方
日
程：９月３日～14 日（火・木・土）６日間（23 時間）
火・木は 18 時～ 土曜は９時～
会
場：逗子市福祉会館
費
用：無料
定
員：30 名
申込方法：まずは電話などでお申し込みください。
E メールなどの場合は、お名前・ご住所・お電話番号
を必ずお書きください。
申込締切：８月 23 日（金）
問 合 せ：地域福祉推進係
※10 月から「介護職員初任者研修」
を開催します。ご興味ある方は、
お問合せください。

「手軽に作る布花コサージュ」
針と糸を使わずに作る布花コ
サージュです。ヘアアクセサリ
ーにもアレンジできます。
日

時 10 月９日（水）
10:00～12:00（受付 9:30～）
場 所 逗子市体験学習施設 アトリエ
講 師 井上 みどりさん
対 象 未就園児の保護者
定 員 15 名
持ち物 筆記用具・ハサミ
参加費 300 円
申 込 10 月 1 日（火）
から先着順
（土日祝除く）
問合せ 地域福祉推進係

イベント・講座・催し
問合せ

☎873-8011

おれんじカフェずし（認知症カフェ）
日時：９月 20 日(金) 14～16 時
８月は休み
場所：福祉会館 100 円
対象：認知症の人とそのご家族、認知
症予防に関心のある方

お知らせ
●逗子社協ご寄附の窓口「あゆむ銀行」
ご寄託誠にありがとうございます
5 月 1 日～6 月 30 日現在（順不同・敬称略）
〇寄託金 13 件 309,403 円
逗子葉山親子自然教室つちのこの会、NPO 法人人と緑の手づくり工房、古
田島エイ、国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ逗子・葉山、大木悦子、NPO 法人逗子葉山鎌倉駅
前寄席、匿名 7 件
〇寄託品 中田光夫（電動自転車）
●団体会員・団体賛助会員ご加入誠にありがとうございます
5 月 1 日～6 月 30 日現在（順不同・敬称略）

弁護士相談（予約制）
日時：8 月 23 日(金) ・9 月 27 日(金)
14～16 時
場所：福祉会館 無料
対象：日常生活に不安を持つ、障がい
のある方やご高齢の方
成年後見相談（予約制）
日時：8 月 28 日(水)・9 月 25 日(水)
14～16 時
場所：福祉会館 無料
対象：成年後見制度について知りたい
方
じょうほうカフェ
日時：８月 26 日(月) 10 時～12 時
９月は休み
場所：福祉会館 無料
対象：パソコン、スマホの使い方を学
び合いたい方

〈団体会員〉共生‘95、逗子まちのこ保育ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、逗子市中途失聴難聴者
の会、桜山１丁目自治会、逗子３丁目防災の会、山の根自治会、逗子市ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ連絡協議会、逗子市手をつなぐ育成会、桜山番合谷戸自治会、ｽﾞｼｯﾌﾟ
連合会、藤和ｼﾃｨｺｰﾌﾟ逗子、桜和会
〈団体賛助会員〉生活環境 W.Co ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙ、福祉ｸﾗﾌﾞ生協逗子葉山食事ｻｰﾋﾞｽ
W.Co ぽかぽか、（医）桜薫会、㈱ティーエスエム、毎日新聞河野

「生活支援サービス」 ～逗子で使える福祉資源情報一覧～
・買い物は行けるけど、荷物を持って帰るのはしんどい…
・栄養バランスの取れた配食サービスを利用したい…
・家族介護者を支える家事援助サービスはないの？
そんなご要望に少しでもお役に立てるように、逗子市内で利用できる
「生活支援サービス」情報（各種サービス 16 種 150 を超える事業者・
団体）を掲載しました。
詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。
http://kana.rakuraku.or.jp/rsrc/142085/dir/
ＱＲコードでも検索できます！

今月の福祉ニュース(p_-)
おめでとうございます！共生´95！

～緑綬褒章受章～

逗子市で 1995 年から活動を続けているボランティアグループ「共生’95」が、この度、緑綬褒
章（りょくじゅほうしょう）を受賞されました。緑綬褒章は、長年にわ
たり社会に奉仕する活動（ボランティア活動）に従事し、顕著な実績を
挙げた方や団体に対して、国から授与されるものです。
「共生’95」は、逗子社会福祉協議会が主催した、男性を対象とした
講座「お父さん、手伝ってよ！」の受講生で結成されました。現役時代
の貴重な体験を活かし、家にとじこもっているより外で体を動かしなが
ら、地域社会の福祉活動に貢献したいとの気持ちを持った男性のグルー
プです。
地域の方からの依頼に応じて高齢者や障がい者が暮らす家庭に出向き、庭の手入れ、公園の草刈り、
障害者施設のイベント支援など、24 年に渡って様々な活動をしてきました。
逗子市をより良い地域にするために、会長の冨田さんは、
「みんな
で一緒に、汗をかいて活動することが大切」と話されました。
当初は 15 人ほどのメンバーでしたが、現在は 30 人ほどで活動
しており、元エンジニアの方や海外勤務経験者など様々な経歴を持
った方がいます。また、50 代が多かったメンバーも、現在の平均
年齢は 70 代。一緒に汗を流してくれるメンバーも募集しています。
興味がある方は、社会福祉協議会までご連絡ください。
写真左：会長の冨田邦衛さん
右：グループ立上げを担当した社会福祉協議会木村事務局長

次回さくら貝（187 号）は令和元年 10 月１日発行です（隔月発行）
広報誌さくら貝は、
「逗子市役所高齢介護課前社協掲示板」
「福祉会館」その他市内公共施設でも入手できます♪

