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逗子に引っ越して間もない方
や、ママになりたての方の為の
時間のご案内です。

来たれ中高生！
忘れられない夏の思い出を作ろう！
～サマースクール参加者募集中～
逗子市社会福祉協議会では、毎年、サマースクールを開催しています。
サマースクールとは、中高生の皆さんに夏休みの間、福祉施設で体験活動を
していただき、利用者の方とふれあう中から社会福祉に関心を持っていただく
体験学習です。逗子市内の保育園や高齢者施設、障がい者福祉施設、親子スペ
ースなどでのボランティア体験として、多くの方に参加いただいています。
将来、子どもやお年寄りの方などと関わる仕事を考えている方、または決め
かねている方、地域の方と交流してみたい方、ボランティア活動に興味がある
方等々どなたでも参加オッケーです！地域の方とふれあいを通じて、学校だけ
では学べない貴重な体験をしてみませんか？

【ボランティア体験先】
保育園・親子スペース

特別養護老人ホーム
施設のスタッフと一緒に日
常 生活 のお手 伝いを しま
す。会話やレクリエーショ
ンを通して高齢の方と交流
し、施設での生活を体験し
ます。車イスの操作方法も学びます。

障がい者福祉施設
子どもたちと一緒に遊んだ
り、保育を手伝ったりしま
す。このような時間は子ど
もたちにとっても忘れらな
い体験となります。

施設スタッフと一緒に利用者
の方のお手伝いをします。一
緒に遊んだり、ふれあいを通
してたくさんのことを学んで
ください。

≪子育てコンシェルジュ≫
市内にある、ほっとスペース
等子育て施設の説明や、情報な
どをご案内します。
日時 6 月 13 日（木）
11 時～11 時 30 分
場所 乳幼児プレイルーム
対象 0 歳～未就学児の親子
（事前予約も受け付けますが、
当日参加も可能です）
≪赤ちゃんタイム≫
生後６か月までの赤ちゃんと
ママのための時間。友達を作っ
たり、ゆっくり子育ての話をす
る時間です。
開催日 第１・２・４水曜日
第１・２水曜は自由遊び
第４水曜はイベント（事前申
込制）
6 月の開催予定
5 日・12 日 10～14 時
26 日 11～12 時
「産後のこころとからだのセ
ルフケア講座」
詳しくは池子ほっとスペース
☎046（873）8582 まで

●事前オリエンテーションがあります。必ず
ご参加ください。
7 月 29 日（月）13 時 30 分～ 福祉会館
●サマースクールの詳細は、中学校や高校で
配布されるチラシや【広報ずし】７月号等
をご覧ください。
申込・問合せ：地域福祉推進係

参加者募集！「こころプロジェクト」～中学生と一緒に、福祉を学びませんか～
毎年、市内の公立中学校３校で、福祉教育こころプロジェクトチーム（有志の専門職や地域活動者等から組
織される社協内チーム）が福祉の授業を行っています。今年の授業は、各学校と連携し、地域公開型（授業参
観型）として行います。中学生の授業を一緒に学びたい方は、この機会にぜひご参加ください。
日

程 ①久木中学校 ６月 17 日（月）9：50～12：40
集合 体育館
②沼間中学校 ６月 24 日（月）10：45～14：35（途中 50 分休憩） 集合 １階１年生教室脇
③逗子中学校 ７月 ９日（火）9：50～12：40
集合 体育館
テーマ 「生きづらさを抱えた人と地域で共に暮らす ～発達障がいの方への理解から～」
内 容 ・全体講話 50 分（講師：宇都宮短期大学 人間福祉学科 教授 宮脇文恵氏）
・各クラス授業 100 分（学校により、各クラス授業への参加制限があります。お問い合わせください。
）
対 象 地域住民（関心のある方どなたでもお申込みいただけます）※中学１年生の授業に参加してもらいます。
申 込 各日程の３日前までに、社協 地域福祉推進係まで。
【要申込】（＊学校での申込受付けはしていません。）
その他 中履きをご持参ください。授業は生徒の後ろから、立った状態での参観となりますのでご了承ください。
問合せ 地域福祉推進係

お知らせ

イベント・講座・催し
問合せ

☎873-8011

おれんじカフェずし（認知症カフェ）
日時：６月 21 日(金)・７月 19 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

●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

4 月 1 日～4 月 30 日現在（順不同・敬称略）
●逗子社協ご寄附の窓口「あゆむ銀行」
あたたかい善意のご寄託誠にありが 〈団体会員〉逗子ボランタリーガイド
倶楽部、健康づくりつばき会、鎌倉逗
とうございます
4 月 1 日～4 月 30 日現在（順不同・敬称略）
子断酒会、逗子市遺族会、下桜山交友
〇寄託金 2 件 20,790 円
会、囲碁同好会、逗子市新宿自治会、
のんきや玩具店、匿名
車イスの会、逗子葉山親子自然教室つ
ちの子の会、桜山ハイツ管理組合

弁護士相談（予約制）
日時：6 月 28 日(金) ・7 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

ボランティア募集中！
市内施設では様々なボランティアを募集しています。興味のある方は
ボランティアセンター（☎873-8037）までご連絡ください。
施設名

成年後見相談（予約制）
日時：6 月 26 日(水)・7 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

せせらぎ
清寿苑
杜の郷
もやい

じょうほうカフェ
日時：6 月 24 日(月)・7 月 22 日(月)
10 時～12 時
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

セアラ逗子

内容

時間帯

湯茶接待
花壇の手入れ
傾聴
食後の下膳

14：00～15：00
都合の良い時いつでも
14：00～15：00
12：30～13：30（14：00）

リネン交換

9：00～16：00（都合の良い時）

散歩の付きそい
10：00～12：00
地域清掃手伝い
13：30～15：00
シーツ交換
9：00～15：00（都合の良い時）
認知症の方との談話

今月の福祉ニュース(p_-)
毎年恒例、『福祉教育セミナー』今年も開催します！
『福祉教育セミナー』は、社協内に組織される「福祉教育チーム」が企画検討・開催をしています。
毎年、福祉分野だけでなく、市民活動や教員関係の方も参加され、活発な意見交換がなされています。

第 16 回福祉教育セミナー
日時：８月９日（金）10:00～16:30
場所：市民交流センター ２階 第２会議室
内容：①パネルトーク （３名予定）
②基調講演
（日本福祉大学 原田正樹先生）
③グループワーク
申込：７月１日（月）から受付
＊手話・要約筆記をご希望の方は 7/25
までにご相談ください。

今年のテーマは「当事者性

～昨年の感想より～
逗子で行われている具体的な実践を聞くことができて良
かったです。横のつながり（地域とのつながり、人とのつ
ながり等）を作っていくことが大事だと思いました。

～ふくしの視点～」です

“福祉”の当事者は、支援が必要な人だけではなく、“福祉（ふくし）＝ふだんのくらしのしあわせ”と捉
えると、生活の場・学びの場・活動の場で、誰もがふくしの当事者の視点を持っています。
当日のセミナーでは、様々な場での、問題・課題を自分の立場や生活において考えること、また地域活動等
を通した学びを深めていくことを目的としています。パネルトークでは、①地域住民（近所の多世代を巻き込
み「おむすび」をキーワードにした活動展開から）
、②市民活動者（フェアトレード活動での関わりから）
、③
教員（生徒が学ぶ福祉学習から）、それぞれの立場３名からの報告があります。その後は原田正樹先生からの
基調講演を行い、最後に参加者同士で自分のことやこれからのことについて、語り合います！
ぜひご参加ください！
担当：地域福祉推進係

次回さくら貝（186 号）は令和元年８月１日発行です（隔月発行になります）
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♪

