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社会福祉法人逗子市社会福祉協議会 ふくしのしんぶん 

さくら貝 
 

年末たすけあい募金に 

ご協力お願いします！ 
～年末たすけあい募金は 

 全額逗子市内の地域福祉の

ために活用されます～ 
 

今年も12月 1日から 12月

31 日までの期間で年末たすけ

あい募金が始まります。 

ＪＲ逗子駅での街頭募金や

(12 月１日～９日)お住まいの

地域の協力員さんがご自宅へ訪 

問させていただき

ますので、その際に

はご協力をお願い

いたします。 

発行 

令和２年 12 月 1 日 

№194 号 

逗子市桜山 5-32-1 

電話 046-873-8011 

FAX 046-872-2519 

info@zushi-shakyo.com 

※次号は２月１日発行 

参加者 
募集！ 

第 17 回福祉教育セミナー 

「コロナ禍から考える、孤立しない逗子の生活」 

～これからの“新しい生活”にむけて～ 
 

新型コロナウイルス感染症の影響による自粛生活や、人と関

わる機会の減少から、私たちは、改めて、地域や人との繋がり

の大切さに気づかされ、また、関係性を閉ざさない新たな取り

組みを考えるきっかけとなりました。 

このような現状を踏まえて、 

「コロナ禍でも途切れなかった、逗子の地域活動」 

「コロナ禍を経ての、これからの地域づくり」 

について、皆さんと考えていきます。ぜひご参加ください！ 

 

 
   
内容：①パネルトーク（コロナ禍での、逗子市の地域活動事例について） 

「山の根自治会」          山の根自治会 龍村 敦子 氏 

「おひさまのわプロジェクト」      海山時間 桑原 泰恵 氏 

「ズーバーイーツ」    ＮＰＯ法人 地域魅力 田中 美乃里 氏 

   ②基調講演（日本福祉大学 副学長 原田正樹 氏） 
   
日時：12 月 20 日（日）13 時 30 分～16 時 10 分（受付 13 時～） 

会場：自宅での参加が難しい方は福祉会館（会議室Ａ・Ｂ）でも参加できます。 

定員：オンライン：先着 280 名／福祉会館：先着 40 名 

費用：無料 

申込：12 月 11 日（金）までメール（vc@zushi-shakyo.com）・

FAX・電話のいずれかにてお申込みください。 
＊「氏名」「住所」「電話番号」「所属団体（あれば）」「①オン

ラインと②福祉会館のどちらで参加するか」をお伝えくだ

さい。 

＊手話通訳・要約筆記をご希望の方は 12 月 4 日（金）までにご相談ください。 

担当：ボランティアセンター 

 

初のオンライン 
開催！ 
（配信ツールは
ZOOM） 

 

社協広報「さくら貝」 
プレゼントコーナー 

 

「さくら貝」
の感想をお寄
せいただいた
方へ『木下大
サーカス』招
待券（平日券）
＜２枚組・10
組＞をプレゼ
ントいたしま
す。 
 

開催期間：2020 年 12 月 27 日
～2021 年 3 月 7 日 

会場：みなとみらい特設会場 
申込：12 月 11 日（金）までに
「さくら貝」感想・住所・氏名・
電話番号をご記入の上「逗子市
社会福祉協議会」宛にハガキ・
ＦＡＸ・メールにて申込くださ
い。（連絡先は上記参照） 

※当選者は厳選なる抽選にて決定

させていただきます。また、当選

者の発表は、商品の発送をもって

かえさせていただきます。 

基調講演講師 原田正樹 氏 

株式会社デイリーテクノ様より次亜塩素酸水製造装置のご寄附をいただきました 
次亜塩素酸水製造装置の製造販売を手掛ける株式会社デイリーテクノ様より、装置のご寄附をいただきまし

た。同社の装置は体に優しいとされる微酸性の次亜塩素酸水を製造し、手指除菌や食材の洗浄殺菌などで利用さ

れています。当会では福祉会館利用後の除菌などに利用させていただいています。ご寄贈いただいた後も、管理

方法や使用方法について、デイリーテクノ様より何度もご指導いただきました。ありがとうございました。 



●社協会長表彰 
＜沼間愛児園＞田中亜希子、湟野寛子 

＜桜山保育園＞大熊彩 

＜逗子ホームせせらぎ＞ 

藤本直、加藤麻衣子、松平祥樹、多川奈津子、 

松永みえ子、伊東明子 

＜逗子清寿苑＞矢島操 

＜逗子市手をつなぐ育成会＞森林治子 

＜逗子市身体障害者福祉協会＞佐々木桂子 

＜逗子市育児サークル連絡協議会＞桑原智子 

＜逗子市民生委員児童委員協議会＞塚野晴美 

＜逗葉地区保護司会＞ 

小野恭生、桐田吉彦、福本秀子、足立泰秀、 

岸本光瑞 

＜社会福祉協議会＞ 

青木信一、青島みゆき、幸田智子、門馬俊子 

 

●社協会長感謝（団体） 
小坪交番連絡協議会、三浦半島活断層調査会逗子支

部、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） 

 近藤美千子 

 

●神奈川県共同募金会逗子市支会会長感謝（団体） 

社会福祉法人湘南の凪えいむ、逗子市食生活改善推

進団体若宮会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント・講座・催し 

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） 

●逗子社協ご寄付の窓口「あゆむ銀行」 

ご寄託誠にありがとうございます 
 9 月 1 日～10 月 31 日現在（順不同・敬称略） 

〇寄託金 41 件 808,800 円 

 牧田電気、島田内科医院、(税)石黒会

計事務所、湘南記念小坪ｸﾘﾆｯｸ、㈱誠

行社、㈲小林石工店、㈱ｼﾞｪﾈｳﾞｨｰﾌﾞｿ

ﾌｨｱ薬局、ｴｽ･ﾋﾞｰ石油㈲、斎要建材㈱、

㈲鈴幸防災、㈲森村工業、㈱新幸建

設、㈱神中運輸、(医)海星会東逗子医

院、㈲小笠原学園、読売ｾﾝﾀｰ逗子、

匿名 25 件 

○寄託品 ２件 

 ㈱ﾃﾞｲﾘｰﾃｸﾉ（次亜塩素酸水製造装置・

ｱｸｱｻﾆﾀｰﾕﾆｯﾄ専用加湿器）、匿名 1 件  
 

●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 
9 月 1 日～10 月 31 日現在（順不同・敬称略） 
〈団体会員〉神武寺谷戸自治会、NPO

法人ﾘﾌﾟﾙ、逗子ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ自治会、逗子

市民生委員児童委員協議会、小坪ﾊｲﾂ

管理組合、話和輪の会、光明寺団地

自治会、青い麦の会、逗子市子ども

会連絡協議会、介護老人福祉施設逗

子清寿苑、(医)柏信会ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「櫻」、

小坪区会、ﾊｰﾄ･ｿｰｲﾝｸﾞ、柔軟の会、

池子区会、逗子災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ、

逗子市亀が丘自治会、逗子ﾎｰﾑせせら

ぎ、(特非)ｽﾞｼｯﾌﾟ連合会、桜山保育園、

逗子葉山ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ、双葉保育園、 

※諸般の事情により、中止または延期
することがあります。 
参加される際はお問合せください。 

問合せ ☎873-8011 
 

おれんじカフェずし（認知症カフェ） 
＜予約制 ☎872-2480＞ 

日時：12 月 18 日(金)・1 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：12 月 25 日(金)・1 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：12 月 23 日(水)・1 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：12 月 28 日(月)・１月 25 日 

  (月)13 時 30 分～15 時 30
分 

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 

今月の福祉ニュース(p_-) 

山の根親交会、逗子友の会、逗子地

区更生保護女性会、NPO 法人ｵｰﾊﾞ

ﾙ、ｱｻﾞﾘｴ第 5 自治会､ｱｻﾞﾘｴ第二自

治会、逗子おもちゃの図書館、逗子

杜の郷、(税)大船ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｵﾌｨｽ、(福)

湘南の凪、(公財)逗葉地域医療ｾﾝﾀ

ｰ、紅葉台ﾏﾝｼｮﾝ管理組合、逗子ﾊｲﾗ

ﾝﾄﾞ自治会、逗葉手話ｻｰｸﾙ鈴の会、

沼間愛児園、東町内会、久木連合町

内会、ｺｽﾓﾐﾛｽ逗子管理組合 

〈団体賛助会員〉㈱結生、土井歯科医

院、延命寺、逗子菊池ﾀｸｼｰ㈱、八尾

産婦人科医院、菊池地所㈱、㈲山上

輪業、㈲白十字薬局、美容室マベー

ル、関東自動車共済協同組合、㈲逗

子ぬくもりの家、毎日新聞河野新聞

店、ﾊｲﾗﾝﾄﾞｸﾘﾆｯｸ、㈱みなとやﾗﾝﾄﾞ

ﾘｰ、ｱﾝﾄﾞｳ電気照明㈱、(宗)東昌寺、

NPO 法人おかげさまのめぐみ舎、

矢部住建㈱、小島塗装、㈱ｱﾃﾞｯｸ、

横須賀新聞販売協同組合、㈱葉山工

務店、㈲三上金物店、㈲二葉、福祉

ｸﾗﾌﾞ移動ｻｰﾋﾞｽＷ.Co ららむーぶ逗

子葉山、㈱ｷﾘｶﾞﾔ、松岡歯科医院、

㈱ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻｰﾋﾞｽ、すいどうみち、光

照寺、㈲魚佐次商店、ひまわり薬局

桜山店、(弁)湘南よこすか法律事務

所、NPO 法人ﾜｰｶｰｽﾞ･ｺﾚｸﾃｨﾌﾞくる

まやさん、㈲陰陽洞、ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ薬局

逗子店、ﾋﾛｸﾘﾆｯｸ心療内科、(医)桜

薫会さくらやま小児科ｸﾘﾆｯｸ、間中

胃腸科外科、美容室ﾓｰﾄﾞ･ｶｯﾄ、(医)

清光会 

お知らせ 

次回さくら貝（195 号）は令和３年２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♪ 


