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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 
発行:令和４年８月 1 日 

№20４号 

※次号は 10 月１日発行 

社協 HP 

はこちら 

➜ 

「フレンドリーへルパー」ご存知ですか？ 

きっかけは子どもが好

き、資格も活かせる等の理

由で空いている時間に乳幼

児の居るお宅の手伝いを始

めました。現在は高齢者宅

へ伺っています。 

人生の先輩として 

教えていただくこ 

とも多く、とても 
楽しい時間です。 

社協では、地域の介護力向

上を図るため、次のような研

修等を開催しています! 
 

≪介護人材育成事業紹介≫ 
  

・家族介護教室 
 ご家族を介護されている方

の悩みや困っていることを共

有する他、介助の仕方などを

学べる場です。 
 

・介護に関する入門的研修 
介護の世界に興味はあるけど

何から始めれば良いか分からな

い。施設で仕事をしているが改め

て基礎を学んでステップアップし

たい方にピッタリの研修です。 
 

・介護職員初任者研修 
在宅・施設を問わず、介護職と

して働く上で基本となる知識・技

術を習得する研修です。 

（＊本年度は終了） 
 

＊開催時期は市内掲示板や広

報誌等でご案内いたします。 
担当：在宅支援係 

空いている時間にちょっとお仕事しませんか？ 
家事や料理が好きな方！ぜひフレンドリーヘルパーに！ 

高齢者や乳幼児宅での家事援助のサービスです。月曜日から金曜日

の９時から 17 時までの好きな時間に活動でき、どなたでも登録いた

だけます。（ヘルパー資格は不要です。） 
＜乳幼児対応は見守り等も含むため、保育士・幼稚園教諭等の資格が必要です。＞ 

  報酬は１時間 1,000 円。（※交通費は別途・当会規程による） 

詳細はお問合せください。フレンドリーヘルパー（☎873-3004） 

 

 

長男が小学生になり、何か社会と繋がりたいと思

った時にチラシでフレンドリーヘルパーを知り、活

動を始めました。 

途中二男の出産などで何年かお休みし、今は幼稚

園の間に活動をしています。家族以外の誰かの役に

立てるのは想像以上に嬉しく、活動後はいつも鼻歌
まじりに帰路につきます。利用者さんから学ぶ事は 

～在宅支援係～ 
フレンドリーヘルパー事業、介護人
材育成事業等、担当しています。 

 

ご利用者様の声 
 

ヘルパーさんの声① 
 

まさに人生哲学！自分の住む地域で世代を超えた人と人のつなが
りを持てる事がフレンドリーの一番の魅力だと感じています。 

５年のお付き合いになるＡヘルパーさんは、私が歩きやすい様に 

気配りしてくれるので、彼女となら安心して通院・外出が出来ます。 

掃除をしてくれるＢヘルパーさんは、海外生活など私の知らない 

話題があり、お話しするのが楽しみです。自分の経 

験を振り返り、何か役に立てばと思い出す楽しい機 

会でもあります。 

子ども達の力も借りながら暮らしていますが、 

ヘルパーさんがいる事で、自分で予定を立て用事 
を済ませる事ができる生活を嬉しく思っています。 

ヘルパーさんの声② 

フレンドリーヘルパーは皆さんの日常に寄り添い、ご自宅で暮らす 

手助けをする会員同士の有償ボランティアサービスです。 

逗子市内にお住いの乳幼児を子育て中の方やおおむね 65 歳以上の 

方でご家族の支援が受けられない方が利用されています。 

【内容：掃除、買物、調理、通院・散歩の同行、乳幼児の見守りなど】 

【利用料金：１時間 1,200 円 (他、交通費・初回面談登録費・社協会費)】 

 ＊詳しくは、在宅支援係まで、お気軽に、お問い合わせください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～社協の事業紹介 Part.2～ 

弁護士相談 ＜予約制＞ 
日時：８月 26 日(金)・９月 16 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：８月 24 日(水)・9 月 28 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 
 

おれんじカフェずし（認知症カフェ） 
＜予約制☎872-2480＞ 

日時：8 月 19 日(金)・9 月 16 日(金) 
場所：逗子４丁目個人宅 100 円 
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 
 
 

 

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 

お知らせ 

さくら貝音声版 
ＱＲコード 

●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 
受領期間：5 月・6 月（順不同・敬称略） 

〇寄託金 10 件 251,593 円 

木村誠、金子エスター聖美、ＮＰＯ

法人人と緑の手づくり工房、仲町橋

食堂実行委員会、逗子市立小坪小学

校 37 会、横須賀ゾンタクラブ、匿

名 4 件 

○寄託品 1 件 

横須賀ゾンタクラブ 

●社協の団体会員・団体賛助会員に

ご加入いただい団体等の情報は社

協 HP に記載しています。 

じょうほうカフェ ＜予約制＞ 
日時：9 月 26 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

びたい方 

次回さくら貝（205 号）は令和４年 10 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。 

〈保育サポーター募集中！〉       担当：地域福祉推進係 

少し時間にゆとりができた先輩ママさんたち、お待ちしています♪ 
応募要件：保育士資格・幼稚園教諭免許を取得している方、もしくはファ

ミリー・サポート・センター支援会員研修を受講している方 

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」＜予約制＞ 
 

①「身体の土台、骨盤を整えるヨガ」 
日 時 ９月 29 日(木)10～12 時 
場 所 逗子市体験学習施設スマイル

スタジオ / 無料 
講 師 川勝俊子さん 

（ロータスヨガルーム主宰） 
対 象 未就園児の母親 / 15 名 
持ち物 ヨガマット、飲み物、 

バスタオル 
申 込 9 月 1 日から先着順 

（土日祝除く） 

 
②「アロマミストづくり」 
日 時 10 月 19 日(水)10～12 時 
場 所 逗子市体験学習施設スマイル 

アトリエ 
講 師 小磯良子さん 

（AEAJ アロマテラピーアドバイザー） 

対 象 未就園児の母親 / 10 名 
参加費 500 円 
持ち物 筆記用具 
申 込 10 月３日から先着順 

（土日祝除く） 

●「フードドライブチャリティーグ

ッズ」販売中！ 

商品や事業の紹介などインスタ

から情報発信中です。 

下記の QR コードよりどうぞ！！ 

子育て中の保護者に対する子育て支援及び社会参加の推進を図ることを目的として、市内 

で開催される講演会・会議・催し物等で、参加者のお子さん（生後３ヶ月から６歳(未就学 

児)）の一時あずかりを行うための、保育サポーターを派遣する事業です。 

 
共に働く仲間に助けられ、可愛い子ども達
に癒され、楽しい時間を過ごしています。 サポーター 

Ｋさんより 

イベント保育サポーター派遣事業 

講演会等に参加するために、お子さんをあずける保護者の方々。別れ際に泣いてしまう子ども

や、保護者と初めて離れる子どものことが気になりますが…、そこでは、保育に慣れた「イベン

ト保育サポーター」さんたちが、声かけや遊びへ誘導してくれますので、安心してください。 

学びやリフレッシュとして、いろいろな場への参加の機会に、ぜひご利用ください。 

（＊各種講演会等での保育については、主催者にご確認ください） 


