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高齢者の生活を地域で支える助けあいの担い手育成

あなたの思いをパワーアップしませんか？
住民主体の訪問型サービスでは、市内にお住まいで、ご家族の支援が十分
に受けられない状態にあるなど、日常の家事支援等を定期的に必要とし、65
歳以上の要支援・事業対象者の方へ、簡単な生活支援や外出の付き添いなど
の困りごとを支援しています。
膝が痛くて掃除機をかけるのが大変。
ゴミ出しが大変。
買い物には行けるけど、買ったもの（重た
いもの）を持ち帰るのが大変。

あいている時間に、ちょ
っと した 家事のお手伝
いなら私にもできそう！

支援・活動
逗子市社会福祉協議会では、このサービスの担い手になるための研修会を
開催します。あなたのひと声やちょっとした手助けで、お困り事が解決し笑
顔が一つふえるかもしれません。養成研修で必要な知識を学び地域で活躍し
ませんか？

「高齢者生活支援担い手養成研修」受講者募集！
日時：１月 22 日（水） 13 時 30 分～16 時 30 分
会場：市民交流センター ２階会議室
内容：高齢者福祉に関する制度・高齢者の特徴・生活支援術 等
費用：無料
定員：30 名（12 月１日から先着順）
問合せ：地域福祉推進係
※逗子市からの委託事業で実施しています。

地域の居場所（サロン）に参加しませんか？
現在、逗子市内では高齢の方を中心に、地域の居場所と
してのサロン活動が行われており、その数は 40 団体。
（＊
社協把握数）
それぞれの地域性に応じて、プログラムも柔軟に行われ
ており、介護予防に資する体操を中心に行っているところ
や、地域住民の団らんをメインに和やかな雰囲気を作って
いるところ、季節感を大事にした創作を行っているところ
等々、多様な活動が展開されています。

「サロン実施団体交流会」開催します！
１月 31 日（金）ＰＭ、交流センター
サロンを開催している方やサロンに興味がある方を対
象にした交流会となります。参加希望の方は、ボランティ
アセンターまでご連絡ください。
＊サロン情報冊子を作成しています。
お近くのサロンを探したい方は、ぜひご連絡ください。
問合せ：ボランティアセンター

～求められる専門
ボランティアとの連携～
台風 15 号で著しい被害が発生
した千葉県南房総市に 10 月 8 日
から 4 泊 5 日で「災害ボランテ
ィアセンター」に職員 1 名を派遣
しました。
現地では、被災ごみの搬出作業
ニーズが多く、軽トラックの数が
少ないと事前に聞いていたので、
社協の軽トラックで現地に向か
いました。
現場ではニーズ班を担当して
直接被災者の困りごと等を伺い、
ボランティアに繋ぐ業務を行い
ました。朝９時に電話回線を繋げ
た途端電話がなり、多くの相談の
うち半分以上がブルーシートに
よる屋根補修や張り直しの依頼
でした。ちょうど、週末に台風
19 号が接近する前だったので、
ブルーシートの張り直しと庭に
そのまま放置していた被災ごみ
の回収の要望がほとんどでした。
しかし、週末までの作業はとても
期間的に難しく、ほとんどのニー
ズには応えられず、特に屋根に登
っての作業は危険が伴うため、一
般のボランティアの方では対応
できず、100 件以上のニーズが
溜まっている状況でした。
今回の活動を通して、民間団体
と災害ボラセンが協力関係を構
築し、平時からの付き合い方や役
割分担を検討しておく必要があ
ると感じました。また、災害ボラ
セン設置訓練については、震災を
想定した内容が多くなっていま
すが、市内複数個所で土砂災害が
発生した想定で、訓練やシュミュ
レーションを行う必要があると
感じました。

年末たすけあい募金に
ご協力お願いします！
～年末たすけあい募金は
全額逗子市内の地域福祉のために活用されます～
今年も 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間で年末
たすけあい募金が始まります。
ＪＲ逗子駅や京急新逗子駅での街頭募金やお住まい
の地域の協力員さんがご自宅へ訪問させていただきま
すので、その際にはご協力をお願いいたします。

例えば、このような活動に活用されています。
◆当事者等団体育成事業（443,000 円）
「ＮＰＯ法人リプル本人の会」は、助成金で
体験学習を行っています。皆さんの経験値
を上げる貴重な体験の機会となっています。
問合せ：地域福祉推進係

イベント・講座・催し
問合せ ☎873-8011

お知らせ
●逗子社協ご寄附の窓口「あゆむ銀行」ご寄託誠にありがとうございます
9 月 1 日～10 月 31 日現在（順不同・敬称略）

おれんじカフェずし（認知症カフェ） 〇寄託金 45 件 13,798 円
かあむ、匿名 44 件
日時：12 月 20 日(金)・1 月 17 日(金)
14～16 時
●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
場所：福祉会館 100 円
9 月 1 日～10 月 31 日現在（順不同・敬称略）
対象：認知症の人とそのご家族、認知
〈団体会員〉逗子 6 丁目の会、逗子ロータリークラブ、青い麦の会、逗子
症予防に関心のある方
グリーンヒル自治会、特定非営利活動法人ゆうほカモミール、コスモミロ
ス逗子管理組合、逗子市子ども会連絡協議会
弁護士相談（予約制）
〈団体賛助会員〉㈲大木工業所
日時：12 月 27 日(金)・1 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：12 月 25 日(水)・1 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
じょうほうカフェ
日時：12 月 23 日(月)・1 月 27 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

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
せせらぎ
清寿苑

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）

杜の郷

散歩の付きそい
地域清掃手伝い
フムフム
傾聴
（小規模多機能サービス事業所）
清掃
もやい

10：00～12：00
13：30～15：00
13：00～15：00
16：30～18：00

今月の福祉ニュース(p_-)
〈

2019.10.20（日）
逗子市民まつり

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等に届ける
市民の活動です

今年も「フードドライブ」へのご協力
有り難うございました！
午前中は強い風が吹きましたが、秋晴れの 10/20（日）
、今年も逗子市民まつり
会場内「逗子社協ボランティア村」の一角で「フードドライブ」を実施しましたと
ころ、多数の皆様にご家庭の食品をお持ちいただきました。
今年は、
「フードドライブ」受付でアンケートをお願いし、
「フ
ードドライブ」を何（情報源）でお知りになりましたかの問い
に、社協のさくら貝や逗子市内の掲示板を見てという方が多く、
逗子市民まつりに来て知り、自宅に戻ってお持ちくださった方
もおられました。本当にありがとうございました。
なお、
「フードドライブ」は逗子社協でも常時受付けしていま
すので引き続き宜しくお願いします。

次回さくら貝（189 号）は令和２年２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♪

