
ふだんのくらしのしあわせ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族のための 

介護教室 

 

公益財団法人ＪＫＡの補助金によ 

り感染症対策機器を設置しました 

公益財団法人ＪＫＡの補助金に

より、サーマルカメラ、自動アルコ

ール噴霧器を設置しました。福祉

会館を利用する際には、ご利用く

ださい。 

また、社会福祉協議会の職員

用にＰＣＲ検査キットを購入してい

ます。必要時に迅速な対応がとれ

るように準備をしています。 

３回目 これって自粛疲れ？ 

～活動減少がもたらす 

心への影響～ 
日時 ３月５日（土） 

１０：００～１２：００ 

 

 
日時 ３月５日（土） 

１０：００～１２：００ 
 

 

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 

４回目 支えられ上手になるために 
 

～認知症の理解～ 
 

日時 ３月１２日（土） 

１０：００～１２：００ 
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手話を学ぼう！ 
手話で話そう！ 
手話奉仕員養成講座(入門課程) 

～募集のお知らせ～ 
 

手話に興味のある方、この機会

にぜひ一緒に学びませんか？ 

日程：４/６(水)～8/24(水) 

（５/４を除く全 20 回） 

時間：9：30～11：30 

場所：逗子市福祉会館 

定員：15 名（先着順・3/25 まで） 

※逗子市・葉山町に在住または

在勤の方。入門講座を初めて

受講される方優先。 

費用：3,300 円（テキスト代） 

講師：逗葉手話講習会講師団 

共催：逗子市社会福祉協議会・

葉山町社会福祉協議会 

申込・問合せ：地域福祉推進係 

  参加無料 

内容 各回のテーマに沿ったお話と介護の悩みを話し合う交流会など 

講師 市内で介護・医療等に従事する方 

対象 ご家族を介護している方・介護に関心のある方 

定員 各回２０名    ※マスク着用の上ご来場ください。 

場所 逗子市福祉会館 

  
１回のみの 

参加も可 

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） 

申込方法 
電話・ＦＡＸ・メールで氏名・年齢・住所・電話番号、手話通訳・要約筆記・託児の有

無をお申し出ください。 

申込締切 ２月１８日（金） 
未就学児の託児(先着３名)、手話通訳、要約筆記(いずれも無料)があります。希望

者は、２月１０日(木)までにお申し込みください。 

申込・問合せ 在宅支援係 

電 話：046-873-3004  ＦＡＸ：046-872-2519  📨zaitaku@zushi-shakyo.com 

 

 

この事業は逗子市からの委託事業です 

●社協会長表彰 

〈双葉保育園〉大野梨沙   〈逗子ホームせせらぎ〉岡田ゆりの  〈逗子清寿苑〉齋藤龍登 

〈湘南の凪〉池田潔、武井みゆき、菅原里美、藤代渉史  〈逗子市手をつなぐ育成会〉一柳初江 

〈逗子市民生委員児童委員協議会〉新倉昭治、曽志光子、松岡蓉子、髙𫞏玲子、近藤美千子、産形喜江 

〈社会福祉協議会〉五十嵐成子 

●社協会長感謝（個人） 

西村琢 

●社協会長感謝（団体） 

三浦竹友の会、みんなでがんばろう逗子プロジェクト、サンシャイン・マリア・クラブ、逗子ロータ

リークラブ、仲町橋食堂、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) 

  森歌子、小清水房也、松岡蓉子、髙𫞏玲子 

●神奈川県共同募金会逗子市支会会長感謝(団体) 

  車イスの会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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：新型コロナウイルス感染症の影
響により未定。お問合せくださ
い。 

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 

 

弁護士相談 ＜予約制＞ 
日時：2 月 25 日(金)・3 月 25 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：2 月 16 日(水)・3 月 23 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 ＜予約制＞ 
日時：2 月 28 日(月)・3 月 28 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 

●令和４年度ボランティア・福祉団体

助成金申請書配布にいて 

市内で活動している標記団体の主

体的事業等を対象に助成金を交付し

ます。福祉会館で申請書を配付します

ので希望団体はご来館ください。 

申請書配付 

 ２月１日(火)～28 日(月) 

＜土日祝日は除く＞ 

申請締切 ４月 28 日（木） 

問合せ 地域福祉推進係 

 

●教育支援資金のご案内 
 一定の所得以下の世帯に、大学など

への進学や通学に必要な経費の貸付

けがあります。 

ご利用には、要件がありますので、

お問合せください。 

問合せ 地域生活支援係 

    ☎876-6222（直通） 

 

●令和４年度 

 月極小坪海浜地駐車場契約者募集 

〇契約期間 

 令和４年 4 月 1 日～ 

令和５年 3 月 31 日 

〇利用料金 

 1 ヶ月 10,000 円（税抜） 

〇応募条件 

小坪で住民登録している車の所有

者。1 世帯 1 台に限ります。 

〇申込方法 

２月 18 日(金)<土日祝日は除く>まで

に電話で企画総務係にお申込みく

ださい。応募者多数の場合は抽選

となります。 

 

●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～12 月 31 日現在（順不同・敬称略） 

〇寄託金 44 件 971,588 円 

仲町橋食堂実行委員会、NPO 法人人

と緑の手作り工房、㈲小林石工店、税

理士法人石黒会計事務所、㈲ｾﾂﾋﾞ商

会、ﾊｲﾗﾝﾄﾞｸﾘﾆｯｸ、㈲牧田電気、㈱ﾊｳｽ

ﾓﾘｰ、(医)桜薫会さくらやま小児科ｸﾘﾆ

ｯｸ、㈱大川設計、㈱誠行社、㈲森村工

業、美容室ﾓｰﾄﾞ･ｶｯﾄ、(宗)延命寺、ｱﾝ

ﾄﾞｳ電気照明㈱、(医)湘和会湘南記念小

坪ｸﾘﾆｯｸ、㈲小笠原学園、光照寺、㈱

神中運輸、ｿﾌｨｱ薬局逗子店、税理士･

行政書士橋本智志事務所、㈲鈴幸防

災、㈲やよい、松岡歯科医院、逗子ﾛｰ

ﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ、新宿の住環境を守る会、入

三商事㈱、ﾛｰｿﾝｽﾘｰｴﾌ JR 逗子駅前店、

藤田寛、逗子地区更生保護女性会、板

倉章、匿名 13 件 

○寄託品 5 件 

横須賀ｿﾞﾝﾀｸﾗﾌﾞ、加藤亀雄、匿名 3 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 

次回さくら貝（202 号）は令和４年４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♪ 

「さくら貝」<音声版>は逗子市社会福祉協議会ホームページにも掲載しています。 

〈団体会員〉                        9 月 1 日～12 月 31 日現在（順不同・敬称略） 

ずし楽習塾推進の会、逗子市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会、逗葉ろうあ協会、逗子市民生委員児童委員協議会、つば

き会、逗子災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ、逗子市身体障害者福祉協会、逗子 6 丁目の会、(公財)逗葉地域医療ｾﾝﾀｰ、

逗子市商工会、(福)湘南の凪、逗子ﾎｰﾑせせらぎ、(特非)ｽﾞｼｯﾌﾟ連合会、柔軟の会、光明寺団地自治会、桜山

保育園、介護老人福祉施設逗子清寿苑、山の根親交会、青い麦の会、(一社)逗子葉山青年会議所、逗子おも

ちゃの図書館、小坪区会、ﾊｰﾄ･ｿｰｲﾝｸﾞ、神武寺谷戸町内会、(特非)ﾘﾌﾟﾙ、双葉保育園、話和輪の会、国際ｿﾛ

ﾌﾟﾁﾐｽﾄ逗子・葉山、逗子市子ども会連絡協議会、ｱｻﾞﾘｴ第 5 自治会、NPO 法人ｵｰﾊﾞﾙ、東逗子第二団地自治

会、逗子葉山ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ、沼間愛児園、ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ自治会、(公財)逗子市ｽﾎﾟｰﾂ協会、ｺｽﾓﾐﾛｽ逗子管理組合、特

別養護老人ﾎｰﾑ逗子杜の郷、紅葉台ﾏﾝｼｮﾝ管理組合、逗子ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ、囲碁同好会、(特非)ゆうほｶﾓﾐｰﾙ、逗子

友の会、南ヶ丘自治会、東町内会、亀ヶ岡東自治会 

〈団体賛助会員〉 

(弁)湘南よこすか法律事務所、矢部住建㈱、㈱結生、㈲二葉、猿畠山法性寺、㈱みなとやﾗﾝﾄﾞﾘｰ、朝日税理

士法人逗子事務所、鎌倉逗子葉山美容師会、真言宗東昌寺、逗子葉山家事介護 W.Co よつ葉、㈲魚佐次商店、

㈲すいどうみち、㈱逗子ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ、㈱ｱﾄﾞ･ﾏｲﾝﾄﾞ、ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙ、八尾産婦人科、㈱ﾃｨｰｴｽｴﾑ、㈲白十字薬局、毎

日新聞河野新聞店、NPO 法人おかげさまのめぐみ舎、ｴｽ･ﾋﾞｰ石油㈲、㈱ｱﾃﾞｯｸ、土井歯科医院、かみたに整

形外科ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ、㈱葉山工務店、㈱ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻｰﾋﾞｽ、横須賀新聞販売協同組合、(医)柏信会、小島塗装、湘南

協立ｵｰﾄ･ﾄﾞｱ㈱、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、㈱ｷﾘｶﾞﾔ、逗子菊池ﾀｸｼ―㈱、

菊池地所㈱、ひまわり薬局桜山店、㈲逗子ぬくもりの家、㈱ザハーバーテラス 

イベント・講座・催し お知らせ 

さくら貝音声版 
ＱＲコード 


