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募金の 

７割 はあなたの町へ、３割 は県内の民間社会福祉活動等 

の支援に役立てられています！ 

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。 

地域福祉活動へ 
 

 

 

 

 

 

傾聴ボランティアグループ

「話和輪の会」では、助成金

を活用して「みんなの傾聴講

座」を開催しています。 
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食品を募り、その日の食事に困っている人へ！ 
逗子社協では、昨年の「逗子市民まつり」からフードド

ライブを立ち上げ、食品を集めさせて戴き、食べる物に困

っている方に無償で提供しています。 

今年も引き続き、ご支援とご協力をお願いします。 

逗子市民まつりで 
今年もやります!！ 

災害準備金へ 
募金の一部が神奈川県共同募金会で積み立

てられ、国内で発生した災害の災害ボランテ

ィアセンターの設置、災害ボランティア団体

の活動資金等に活用されます。 

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・

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
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。 
 募金期間は 10 月１日～12 月 31 日です。ご協力お願いいたします。 

ちびっこママのための 

リフレッシュ講座 

「陽だまりサークル」 
「カッサヘッドマッサージ」 
 

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？ 

 
 

 

 

 

 

漢方アロマオイルを使います。

反射区の刺激でスッキリ！ 
 

日 時 11 月 13 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 永井 亜佐美さん 

（カッサ国際協会認定 

カッサ療法士） 

対 象 未就園児の保護者 

定 員 15名 

持ち物 筆記用具・飲み物・フェ

イスタオル 

参加費 ５００円 

申 込 11月 1日（金）から先着

順（土日祝除く） 

問合せ 地域福祉推進係 

１．日時：2019年 10月 20日（日） 

     午前 10時～午後 3時 

２．場所：逗子市民まつり会場 

     第一運動公園ボランティア村 

     逗子社協フードドライブ受付 
まだ食べられるのに捨てられてしまう『もったいな

い』食品のことを「食品ロス」といいます。 

ご家庭で少し余分になった食品で困窮者への支援と

「もったいない」のエコ活動に参加できるのがフード 

ドライブ運動です。 
昨年お持ち頂いた食品 

施設・団体へ 
双葉保育園では、

園児たちが安全安心
で楽しく遊べるため
に、園庭大型遊具を
整備します。 

上記以外にも活用されています。詳細は「ずしだより」（HP 掲載）をご覧ください。 



●社協会長表彰 

＜双葉保育園＞柏木美香、荒井飛鳥 

＜桜山保育園＞三好優子 

＜逗子ホームせせらぎ＞ 

藤田美佐、庄司めぐみ、神取正司 

＜逗子清寿苑＞友野裕司 

＜湘南の凪＞若月君子、鈴木真琴 

＜逗子市手をつなぐ育成会＞塚野智子 

＜逗子市身体障害者福祉協会＞田村昌子 

＜逗子市民生委員児童委員協議会＞ 

大木悦子、市川由美子 

＜ズシップ連合会＞ 

菊池敏子、永塚けさ子、大山勝次、稲垣政江 

＜逗子市中途失聴・難聴者の会「みみ」＞大塚和之 

＜社会福祉協議会＞ 

経塚由紀子、喜代門徳子、今野玉枝、荒井由紀子、

伊藤ゆり子、歌田恵子、佐藤喜美江、安藤忠司 
 

●社協会長感謝（団体） 

逗子フルートアンサンブルソサイエティ、おひさま

紙しばいや、ずし呑み実行委員会、国際ソロプチミ

スト逗子・葉山 
 

●神奈川県共同募金会逗子市支会会長感謝（個人） 

新倉昭治、曽志光子、塚野晴美、田中忠孝、産形喜

江 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ ☎873-8011 
 

おれんじカフェずし（認知症カフェ） 
日時：10 月 18 日(金)・11 月 15 日(金) 14～16 時 
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 
 

弁護士相談（予約制） 
日時：10 月 25 日(金) ・11 月 22 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 23 日(水)・11 月 27 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：10 月 28 日(月)・11 月 25 日(月) 10～12 時 
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 
 
 
 
●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 
   7 月 1 日～8 月 31 日現在（順不同・敬称略） 

〇寄託金 46 件 221,349 円 
税理士法人石黒会計事務所、㈲ｱﾗｲ洋装店、ｱﾝﾄﾞｳ電気
照明㈱、㈱誠行社、㈱芙蓉住建、㈱ｷﾘｶﾞﾔ、㈲小林石工
店、読売新聞逗子ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、㈱ﾊｳｽﾓﾘｰ、ﾋﾛｸﾘﾆｯｸ心療
内科、NPO 法人人と緑の手づくり工房、（医）湘和会
湘南記念小坪ｸﾘﾆｯｸ、㈲牧田電気、㈱新幸建設、㈲鈴幸
防災、㈲魚佐次、入三商事㈱、税理士・行政書士橋本
智志、㈱神中運輸、ｴｽ･ﾋﾞｰ石油㈲、渡邊貞雄、匿名 25
件 

〇寄託品 近藤健二郎（洗濯洗剤） 
 

社会福祉功労者顕彰受賞おめでとうございます 
逗子市社会福祉協議会では、毎年社会福祉功労者の顕彰を行っています。地域福祉の分野で活躍されている

方々、社会福祉事業施設・団体に長年在職又は勤務された方々の功績を讃え、次の方々が受賞されました。                                     

 （敬称略） 

 

●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 
7 月 1 日～8 月 31 日現在（順不同・敬称略） 

 

〈団体会員〉沼間三丁目自治会、三浦竹友の会、逗子おもち

ゃの図書館、鎌倉三浦地域里親会、小坪区会、逗葉ろうあ協

会、逗子市民生委員児童委員協議会、逗葉地区保護司会、神

武寺谷戸町内会、話和輪の会、光明寺団地自治会、柔軟の会、

逗子杜の郷、逗子ﾎｰﾑせせらぎ、つくしんぼ、ﾊｰﾄ･ｿｰｲﾝｸﾞ、

紅葉台ﾏﾝｼｮﾝ管理組合、（公財）逗葉地域医療ｾﾝﾀｰ、ｱｻﾞﾘｴ第

5 自治会、介護老人福祉施設逗子清寿苑、桜山保育園、逗子

市商工会、逗子南ヶ丘自治会、（一社）Telacoya921、沼

間愛児園、沼間みどり自治会、桜山 2 丁目会、東町内会、

NPO 法人ｵｰﾊﾞﾙ、逗子地区更生保護女性会、山の根親交会、

池子区会、（福）湘南の凪、（福）ふたば会双葉保育園、逗子

葉山ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ、逗子市身体障害者福祉協会、逗子ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ

美化推進の会、国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ逗子･葉山、逗子市亀が岡自治

会、東逗子第二団地自治会、小坪ハイツ管理組合、久木連合

町内会、逗子友の会 

 

〈団体賛助会員〉㈱ｱﾃﾞｯｸ、逗子菊池ﾀｸｼｰ㈱、菊池地所㈱、

島田内科医院、（弁）湘南よこすか法律事務所逗子事務所、

（税）大船ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｵﾌｨｽ、松岡歯科医院、NPO 法人おかげ

さまのめぐみ舎、鎌倉小町逗子店、㈱みなとやﾗﾝﾄﾞﾘｰ、小島

塗装、㈱結生、ｿﾌｨｱ薬局逗子店、㈲鳥一、㈲逗子ぬくもりの

家、ﾈｯﾂﾄﾖﾀ横浜㈱逗子店、横須賀新聞販売協同組合、（宗）

延命寺、真言宗東昌寺、逗子ﾍﾙｽ･ｹｱ㈱、㈲二葉、湘南協立ｵ

ｰﾄ･ﾄﾞｱ㈱、矢部住建㈱、㈲三上金物店、間中胃腸科外科、逗

子郵便局、逗子葉山家事介護 W.co よつ葉、㈱ｱﾄﾞ･ﾏｲﾝﾄﾞ、

光照寺、SOMPO ｹｱ㈱ﾗｳﾞｨｰﾚ東逗子、石渡住宅研、（医）柏

信会ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「櫻」、（医）柏信会青木病院通所ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ、

ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ薬局逗子店、NPO 法人ﾜｰｶｰｽﾞ･ｺﾚｸﾃｨﾌﾞくるまやさ

ん、㈱ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻｰﾋﾞｽ、けいすいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ逗子、かみたに整形

外科ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ、京浜興農㈱、（医）清光会、㈲森村工業、ひ

まわり薬局桜山店、ｶﾄﾘｯｸ逗子教会、開成堂石渡薬局 

イベント・講座・催し 

お知らせ 

次回さくら貝（188 号）は令和元年 12 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♪ 

今月の福祉ニュース(p_-) 


