
ふだんのくらしのしあわせ 

第 18 回福祉教育セミナー 

「誰一人取り残さないまち逗子を目指して」 
 

地域と福祉のつながりを作り出していきたいとの思いから立

ち上がった「福祉教育セミナー」も今年で 18 回目を迎えます。

今回は、気づかないうちに行われている『排除』を見つめ直し、

人と人とがお互いを認め、生かし合えるまちになるよう、皆さ

んと共に考えていく内容となっています。 
 

内容：①パネルトーク 
「地域」、「学校」、「絵本・アート」の３つのチー

ムに分かれて実践活動しました。 

「地域」チームでは、地域の課題を住民だけでなく地域ビジネス等も活用

しながら解決できないか、また、住んでいる地域で子どもを中心とした

新しいつながりを作るにはどうしたらいいか等をテーマとした発表を予

定しています。「学校」「絵本・アート」チームからも、それぞれの課題

等を発表します。 

   ②基調講演 
講師：日本福祉大学 教授 原田 正樹先生 

   ③グループワーク 
パネルトーク、基調講演の後に、参加者同士で考えを深めましょう！ 

日時：12 月 18 日（土）10 時～16 時 30 分（受付 9 時 30 分～） 

会場：逗子市役所 ５階会議室 

定員：会場参加 先着 80 名・オンライン参加 先着 40 名 

申込：12 月 10 日（金）までに電話・FAX・メール（vc@zushi-shakyo.com）

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市役所と②オンライン

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 3 日（金）までにご相談ください。 

担当：地域福祉推進係 

 

赤い羽根共同募金 
ご協力をお願いします！ 

つながりをたやさない社会づくり 

～あなたは一人じゃない～ 

 
共同募金運動は、「困

ったときはお互いさま」

の精神のもとに、国民 

たすけあい運動の一環として始

まりました。 

 神奈川県共同募金会では、コロ

ナ禍で生活に困窮されている

方々や困りごとを抱える家庭の

子どもたちとその保護者への緊

急支援事業等を、昨年３月から

継続的に展開しています。昨年

度に引き続き、“神奈川県内の

地域福祉の推進”とともに“コ

ロナ禍での緊急支援事業” 

“ 国内大規模災害時の被災地

支援事業”にも積極的に取り組

みます。 
 

逗子市では… 
 10月１日から、戸別募金・街

頭募金・市内約60ヶ所に募金箱

設置する等様々な募金活動を開

始します。皆さまから集まった

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。詳細に

ついては裏面

をご覧くださ

い。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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」 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

「消しゴムはんこでクリスマスカードを作ろう」 
 

基本の彫り方を覚えて、クリスマスカードを作り

ましょう。                      

日 時：11 月 25 日（木） 

  10 時～12 時（受付９時 30 分から） 

場 所：池子体験学習施設スマイル・アトリエ                

講 師：広田あや子さん・藤原麻衣子さん（なな

いろ工房） 

対 象：逗子市内在住の未就園児の母親 

定 員：15 名（託児無料 要予約） 

持ち物：鉛筆（２B）・カッター 

参加費：500 円 

申 込：11 月 1 日（月）から先着順（土日祝除く） 

発行 
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問合せ：地域福祉推進係 
※各イベントは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、開催形式の変更または中止の可能性があります。 

オンラインでも
参加できます！ 

 

「刺繍のくるみボタンでアクセサリー作り」 
 

くるみボタンのピアスやイヤリングを作りましょ

う。                     

日 時：10 月 29 日（金） 

10 時～12 時（受付９時 30 分から） 

場 所：池子体験学習施設スマイル・アトリエ 

講 師：比松 彩さん（原っぱ大学サポール刺繍

のワークショップ ちくちくの会主宰） 

対 象：逗子市内在住の未就園児の母親 

定 員：10 名（託児無料 要予約） 

持ち物：はさみ・フリクションペン 

参加費：500 円 

申 込：10 月 1 日（金）から先着順（土日祝除く） 

参加者

募集 

基調講演講師 原田正樹 氏 



●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 

7 月 1 日～8 月 31 日現在（順不同・敬称略） 

〇寄託金 58 件 1,250,881 円 

 仲町橋食堂実行委員、西村琢、沼間

みどり自治会、大西一之、匿名 54

件 

○寄託品 2 件 

 ミラー・フランク、匿名 

 

●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〉桜和会、鎌倉逗子断酒会、

三浦竹友の会、鎌倉三浦地域里親会、

山の根自治会、久木小学校区住民自治

協議会、池子区会 

〈団体賛助会員〉福祉クラブ生協逗子葉

山食事サービスぽかぽか、けいすいデ

イサービス逗子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

湘南の凪「もやい」 
 

昨年度、共同募金施設整備

費を活用し、「送迎用福祉車

両」を購入しました。１日 15

名程度の方の送迎に役立って

います。 
 

 

 

 
 

 

 

 
<令和元年度に集められた募金 

1,900,000 円を活用> 

ボランティアグループや当事者等福祉団体の活動費の 
一部に活用されています。 

 

＜逗子市食生活改善推進団体若宮会＞ 
逗子市食生活改善推進団体若宮会は、57 年の歴史があ

り、「おいしく楽しく健康に！」をモットーに、健康

料理教室やイベントを開催し、食を通して地域の皆さ

まが健康に過ごせるようにお手伝いしています。 

 

＜逗子市育児サークル連絡協議会＞ 
逗子市育児サークル連絡協議会では、

未就園児の子どもとその保護者のため 

の親子あそびイベント「親子ひろば」を毎年開

催し、魚釣りごっこ等の遊びを通し親子のふれ

あいの場を提供しています。当日は募金活動に

も協力いただきました。 

イベント・講座・催し 

※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：10 月 22 日(金)・11 月 19 日

(金)14～16 時 

場所：逗子４丁目空き家カフェ 

（オンラインでの参加も可能） 

対象：認知症の方とそのご家族、認知

症予防に関心のある方 

参加費：100 円 

<オンライン参加は無料> 

 

弁護士相談（予約制） 

日時：10月22日(金)・11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27日(水)・11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 

 

じょうほうカフェ 

日時：10月25日(月)・11月22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 

赤い羽根共同募金ってどんな事に使われているの？ 
 

 表面にあるように 10 月１日から「赤い羽根共同募金」が始まりました。この募金は、「コロナ禍で

の緊急支援事業」、「国内大規模災害時の被災地支援事業」にも使われていますが、半分以上は逗子市で使

われているのを知っていますか？昨年度、逗子市では 5,356,672 円が集まりました（赤い羽根募金・

年末たすけあい募金の合計額）。その内、4,510,000 円（約 84％）は今年度逗子市内の事業費等で

活用されています。下記に一例を紹介させていただきます。その他の事業等は、「ずしだより」（HP

参照）をご覧ください。                       問合せ 地域福祉推進係 

その他、「地域安心生活サポート事業」、社協広報「さくら貝」の発行、地域福祉に関わる事業等に

も活用されています。 

次回さくら貝（200 号）は令和３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♪ 


