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『フードドライブ』と
は、ご家庭で余っている食
品をご提供いただき、食べ
物に困っている家庭や子ど
も食堂に届ける活動です。 

福祉会館では、いつでも 
お受け取りしています。 

   
また食糧支援に関する寄付
金の受付もしております。 

隔月で、月 1 回 9:00～
15:00、開催しています。 

   
地域の皆さま、買い物や

お散歩のついでに、どうぞ

お立ち寄りください。 
当日の協力ボランティア

も募集中です。ご興味のあ
る方はご連絡ください。 
担当：ボランティアセンター 

コロナ禍では、支援を必要
とする人が増えています。 
引き続き皆さまのご支援ご

協力をお願いいたします。 

逗子社協の 

フードドライブ活動 

～受取可能な食品～    
常温保存可能・未開封・賞味
期限が２カ月以上あるもの     
(例) お米、乾麺、お菓子、
レトルト食品、飲料など 

 

開催中‼ 
フードドライブ受取窓口 

「スズキヤ逗子駅前店」 

令和４年
12 月から
「スズキヤ
逗子駅前
店」にて、
受取窓口を 

お住まいの地域の中で、お互いさまの関係性づくりを目的として、日頃

の見守り活動やちょっとしたお手伝い活動などをおこなっている『お互いさ

まサポーター』（社協に登録して活動する地域のボランティア）は、主に自

治会・町内会を単位としたチームを組織して、「できる人ができる時にでき

ることを」取り組んでいます。（取組は各地域の状況によって異なります） 

その中で、今年度は、２つの地域で、お互いさまサポーターによる「多世

代交流」を目的としたイベント企画が行われました。 

久木小学校区住民自治協議会主催の
「朝市」内でのイベントの様子。 

沼間三丁目自治会主催の「芋煮
＆子どもイベント」の様子。 

逗子市内で、主に高齢の方を対象に、お楽しみや、体操・音楽等の介護
予防の場として開催している「サロン」（集いの場・通いの場）の情報冊
子を更新しました。各地域で行われているサロンは、お互いさまサポータ

ーや地域の有志の住民が行っています。参加希望の方や情報を知りたい方
など、詳細については、お問い合わせください。担当：地域福祉推進係 「サロン桜山」の皆さんの様子 

【クイズ、私は誰でしょう？】 
     
会場の中から、「お互いさまサポ

ーター」を探すクイズです。参加者
は、折り紙のメダルと３つのヒント
（外見の特徴など）を頼りに答えと
なる人を探し出します。 

クイズの答えの人は…いつも地域
をよりよくしようと活動してくれている
「お互いさまサポーター」の方々です。 
答えの人を見つけたら、３つの質問

（日頃の活動や趣味など）をして答え
合わせ。お互いに自己紹介をして、楽
しい交流の時間となりました。 

 



災害発生時やその後の復旧、復興のためには、被災地域内外から支援に駆けつけるボランティアの

力が、欠かせない大きな力となります。その際に、支援を必要としている人と、ボランティアの皆さ

んをつなげ、ボランティア活動を効率よく進めていくための役割を担い、災害復興支援のために設置

されるのが災害ボランティアセンターです。 

社協は、逗子市が地震や風水害等で被災し、災害ボランティアセンターの設置が決定された時に、

災害対策本部等と連携を図った上で、逗子市、逗子災害ボランティアネットワーク、協力者（地域住

民の皆さんや逗子市以外の社会福祉協議会の職員など）と一緒に運営にあたります。 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

～社協の事業紹介 Part.５～ 

弁護士相談 ＜予約制＞ 
日時：2 月２４日(金)・３月 2４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２２日(水)・３月 2２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 

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 

じょうほうカフェ ＜予約制＞ 
日時：２月 27 日(月)・3 月 27 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 

おれんじカフェずし（認知症カフェ） 
       ＜予約制☎872-2480＞ 

日時：２月 17 日(金)・３月 17 日(金) 
   14 時～16 時 
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 

       
逗子家族会 

   ＜予約制☎872-2480＞ 
日時：２月 10 日(金)・３月 10 日(金) 

14 時～16 時 
場所：逗子４丁目個人宅 / 100 円 
対象：認知症の方を介護するご家族 
 

さくら貝音声版 
ＱＲコード 

次回さくら貝（20８号）は令和５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。 

●令和５年度ボランティア・福
祉団体助成金申請書配布 
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(水)～28 日(火) 
＜土日祝日は除く＞ 
申請締切 ４月 28 日（金） 

←【豪雨災害の際における職員派遣の様子（2019 年 11 月：相模原市）】 

「令和５年度手話奉仕員養成講座

（入門過程）」  ＜予約制＞ 
日時：４月６日(木)～８月 24 日(木) 

   9:30～11:30 
(毎週木曜日・全 20 回・5/4 は休み) 

場所：葉山町役場（第１・２・８回 

は葉山町保育園・教育総合センター） 

対象：初心者（未経験者）で全日参加

できる方。 

定員：15 名（先着順） 

申込締切：３月 23 日(木) 

申込受付：葉山町社会福祉協議会 

     TEL046-875-9889 

共催：逗子市社協/葉山町社協 

災害の状況によりますが、第一運動公園内体験学習施設スマイル 

に設置予定です。日頃からいつ起こるか分からない災害のために、 

設置運営訓練、災害講座の開催、関係機関との連携などを行い、災 

害に備えています。 

 
もしも災害が起きてしまったら… 

●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 11 月・1２月分のお知らせは次

号でご紹介させていただきます。 

 

●令和５年度月極小坪海浜地駐車
場契約者募集 

〇契約期間 
 令和５年 4 月 1 日から１年間 
〇利用料金 

1 ヶ月 1２,100 円（税込） 
 ※令和 5 年 4 月より改定 
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 17 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。 

 
 

 

逗子の災害について 

一緒に考えてみませんか？ 

災害講座 ＜予約制＞ 

「みんなの防災作戦＠ずし 

    ～私はこれをしたい！～」 
日時：2 月 19 日(日) 

   13 時～16 時 

講師：阿部由紀（一般財団法人 BIG UP

石巻 代表理事 / 元 石巻社協） 

小林深吾（逗子市災害ボランティ

アネットワーク） 

場所：市民交流センター 

定員：80 名（先着順） 
・お申込みは、電話・FAX・ 

メール、また Google フォーム 

からご連絡ください。    (Google フォーム） 

 

●社協の団体会員・団体賛助会員に
ご加入いただいた団体等の情報は
社協 HP に記載しております。 

参加者 
募集‼ 


