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赤い羽根共同募金は災害時の被災者支援にも使われています！
毎年、赤い羽根共同募金の一部が「災害準備金」として神奈川県共同募金会で積
み立てられています。この準備金は、国内で発生した災害に被災者支援活動等を展
開するための緊急配分資金で、災害ボランティアセンターの設置、災害ボランティ
ア団体の活動資金に活用されます。
「平成 30 年７月豪雨災害」では、神奈川県共同
募金会から岡山県・広島県・愛媛県へ 2,749 万円
拠出いたしました。
また、大規模発生時には、
被災者支援のための
「災
害義援金」も募集されます。逗子市内でも、福祉会
館に募金箱を設置したり、
様々な団体が街頭募金を
行ったり、各地域で募金活動をしています。

「つなぐっぺし」による街頭募金の様子

赤い羽根共同募金にご協力をお願いします！
赤い羽根共同募金が 10 月１日から始まります。この募金は、住民 1 人ひとりの
『たすけあいの心』のもと、戦後より 70 年もの間ずっと続いてきました。この募
金は、逗子で『誰もが安心して暮らせる地域づくり』のために役立っています。

皆さまからいただいた募金は
国内災害時の準備金

沼間愛児園では、園舎内の改修工
事をします

として積立
・災害ボランティアセンター設置
・災害ボランティア団体の活動資
金

ピックアップふくし

3.11 つなぐっぺし
今から約 6 年前にできた、逗
子葉山の中高生で作るボランテ
ィアグループ。東日本大震災災
害学生ボランティアバスツアー
をきっかけに、様々な被災地の
応援とあわせ、同世代に防災意
識を広げる活動をしています。
西日本豪雨災害の応援をしよ
うと、市内の各種団体と合同で
逗子駅前で 8/2.9.16.23 と街
頭募金を実施。多くの人に学生
が呼びかけました。
8/17～19 に、高校生メンバ
ー2 名、サポーター2 名で、倉
敷市真備町の災害ボランティア
バスツアーに参加し、現地で支
援活動もしてきました。
また 8/24 には、地元 5 校の
高校生バンドを集めたチャリテ
ィコンサート「Zushi Rock」を
行い 104 名の来場者とともに、
被災地の応援、防災意識の共有
を図っています。

「給食室と幼児
棟の廊下、ホー
ルの壁がきれい
になります！」

若い力・地域の力が結集し、
全 て の 活 動 に よ り 、 合計 で 計
214,484 円の義援金が集まり
どうやって集めるの？
自治会・町内会、民生委員児童委員、協力員等の協力で戸別募金、様々な団体・ ました。このお金が全額共同募
法人・学校等が市内各駅で街頭募金、市内約 60 か所に募金箱を設置、その他逗子 金被災地義援金に寄せられまし
た。逗子の支援活動は、世代を
市商工会の協力で、会社や商店に募金をお願いしています。
超えてつながっています。
募集期間は 10 月１日～12 月 31 日です。ご協力お願いいたします。
等々に使われています。

やってみよう！おうちでできる介護予防

楽な運動や体操は効果がない？
運動や体操は辛ければ辛いほど効果があると思っ
ていませんか？確かに筋力を強化するにはある程度
の辛さが必要になります。しかし、人の動きには筋
肉だけではなく、脳や神経も深く関わっています。
そのため、辛くはないけど脳
や神経に働きかけることが出来
れば効果が期待できます。
「運動
は必要とは思うけど、辛いから
なかなか出来ない」とお感じの
方は軽い運動や体操から始めて
みてください、きっと効果を感
じられると思います。
逗子ＳＷＣ 中村亮（なのはな訪問看護リハビリステーション）

ちびっ子ママのためのリフレッシュ講座「陽だまりサークル」

「ワンポイント刺繍でアクセサリー作り」
日ごろ育児に追われるお母さん。ほんの一時お子さん
と離れて自分の時間を楽しんだり、友達を作れるような
講座に参加してみませんか？イベント保育サポーター
による一時保育もあります。お気軽にご参加ください。
日 時 11 月 28 日（水）10～12 時(受付 9:30～)
場 所 逗子市体験学習施設【スマイル】アトリエ
講 師 比松 彩さん（ちくちくの会主宰）
対 象 未就園児の保護者
内 容 くるみボタンのピアス（イヤリング）やヘア
ゴムを作ります
持ち物 チャコペンシルもしくはフ
リクションペン・はさみ
材料費 500 円（託児無料・要予約）
定 員 15 名（先着順）
申 込 11 月 1 日から先着順（土日祝日除く）
問合せ 地域福祉推進係

イベント・講座・催し
問合せ

食品を募り、その日の食事に困っている人へ！

☎873-8011

笑顔トレーニング健康顔ヨガ教室
日時：10 月９日(火) 10～1１時
場所：福祉会館 500 円
持ち物：手鏡
うたごえ喫茶
日時：10 月 26 日(金)10～12 時
場所：福祉会館 100 円
対象：歌がお好きな方どなたでも
合気体操
日時：10 月 4..1.18.25 日（木）
15～16 時
場所：福祉会館 無料
弁護士相談（予約制）
日時：10 月 26 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：10 月 24 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

フードドライブ実施します
フードドライブは、ご家庭で余っている食品をご提供いただき、
食べ物が必要な家庭や施設に届ける運動です。
食を通じた分かち合いをすすめ、食品ロスをなくします。
ご家庭で余っている食品がある方は、10/21（日）
の市民まつりに逗子社協のテント（ボランティア村）
まで、お手数ですがご持参をお願いします。
・お米、麺類、缶詰など(生鮮食品除く)
・賞味期限が残り 1 ヶ月以上あるもの
・未開封のものを
担当：地域生活支援係

高齢者の生活を地域で支える助けあい活動

「あゆむサービス」始まりました！
急速に高齢化する逗子のまちでは、お困り事をかかえるお年寄りが増え
ています。地域の方のちょっとした手助けで、お困り事が解決し笑顔が一
つふえるかもしれません。社協では、このようなお困り事に対応できるよ
うなサービスを８月１日から開始しました。
◆利用できる方
市内にお住まいで、ご家族の支援が十分に受けられない状態にあるなど、
日常の家事支援等を定期的に必要とし、おおむね 65 歳以上の方
◆活動内容・料金
ゴミ出し １回 200 円 簡易な掃除・片付け・洗濯等 30 分 600 円
外出支援 30 分 600 円 話し相手 30 分 600 円【別途 交通費】
利用したい方、お手伝いしたい方、ともに募集中です。
興味がある方、ご連絡お待ちしています！
担当：地域福祉推進係

今月の福祉ニュース(p_-)

高齢者サロン担い手養成研修

現在、逗子社協で把握している市内のサロンは 34 カ所です。その半数以上は、2010 年か
ら始まった安心生活創造事業（現在は地域安心生活サポート事業）から派生しています。参加
者は月間延べ 550 人ほどに達しています。サロンは、楽しい交流の場として、体力づくりの
場として、困りごと解決の場としての機能を担っています。市民や団体が主体となって運営し、
地域の居場所として認知されてきています。
今回は、住み慣れた地域でいつまでも元気に暮らし続けるために、サロンに 30 分程度の体
操プログラムを取り入れることを提案させていただきます。お住まいの地域で介護予防に取り
組みましょう。なお、介護予防サロンは、運営のための補助金交付申請対象になります。
日時
会場
内容

平成 30 年 11 月２日（金）14 時～16 時
市役所５階 第１・２会議室
・各種制度の紹介
・逗子市内のサロンの現状について
・「逗子しおかぜ体操」「トラビック体操」紹介、実演
対象 高齢者サロンの運営に興味のある方 等
費用 無料
定員 40 名（先着順）
申込開始 10 月１日（月）から電話・ファックスにて

電話 046-873-8011 ＦＡＸ 046-872-2519
逗子人（ずしっと）ねっと Facebook ページ・twitter・メールマガジンでタイムリーな情報を発信中♪
広報誌さくら貝は、
「逗子市役所高齢介護課前社協掲示板」や「福祉会館」でも入手できます♪

