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福祉教育 「中学生の学び」 
～多様性を認め誰もが自分らしく生きられる地域づくり～ 

 

市内の小中学生に対する福祉の学びについて、「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）が、今回は中学２年生に

向けて、企画したプログラムを行います。 
 

今まで、中学１年生（発達障がい）、３年生（認知症）に実施してきた共通

の全体講話では、性的マイノリティ（LGBT）についても触れ、理解を促して

きました。講話を聞いた生徒からは、「LGBT があることを身近に感じて、悩

んでいる人たちに自分ができることを考えたい」、「周りの人が変わることで、

本人は安心して生活を続けられる」、「授業を受ける前と後ではイメージが全く

異なった。助け合いが大切」など、声があがりました。（生徒感想一部抜粋） 
 

今回はこのような感想を受け、「性的マイノリテ

ィの方の理解」をテーマとして、当事者の方からの

講演を行います。また各校、地域公開型（授業参観

型）として行いますので、地域の皆さまも、中学生

の学びに、ぜひご参加ください。 
 

日 程 ①逗子中学校 ３月９日（月） 9：50～10：40 

    ②沼間中学校 ３月 12日（木） 10：50～12：40 

テーマ 生きづらさを抱えた人と地域で共に暮らす ～性的マイノリティの方の理解～ 

内 容 １コマ目 当事者の方の講演（NPO 法人 SHIP 代表 星野さん） 
    ２コマ目 ワークショップ（講師：宇都宮短期大学 教授 宮脇文恵先生） 

＊沼間中学校のみ 

対 象 保護者、地域住民（生徒の後ろに立った状態での授業参観となります） 

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 

（＊学校では、問合せ、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。 

    逗子中学校は１コマ目のみ。沼間中学校は２コマを実施します。 

問合せ 地域福祉推進係 
 

サロン情報冊子を更新しました！ 
逗子市内で開催されている住民主体のサロン（＊社協把握）を紹介している『サロン情報冊子』を更新しました。 

今回の掲載数は 39 サロン。この１年間で、地域に４つのサロンが誕生しています。その内の２サロンを紹介します。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

＊お問合せ：地域福祉推進係 （逗子市内のサロン情報に興味・関心のある方は、お気軽にご連絡ください。） 

 

皆で災害を考えよう！ 
「そのとき あなたは！ 
 ～令和元年台風 15・

19号の経験から～」 
 

 被災地での救援活動者の報

告を聞き、自分の地域の防災・

減災の力をつけましょう！ 
 

日時：3 月 14 日（土） 

 10～12時（9時半受付） 

内容：①基調講演 

 ②グループワーク 

場所：市役所 5階会議室 

定員：50 名（先着順・3/10 まで） 

申込：地域福祉推進係 
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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：４/9(木)～8/27(木) 
（7/23 を除く全 20 回） 

時間：9：30～11：30 

場所：逗子市福祉会館 

定員：25 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 

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 

『逗子１丁目かっぱサロン』 
 

開催日時：毎月第２日曜日 

     10:00～12:00 

場所：かっぱ寿司３階会議室 

参加費：300円 
 
商店街が多い逗子１丁目。高齢の方も増えてきたことか

ら、近隣が顔なじみの関係になれるよう、自治会主体で

2019 年 11月からサロンを開始。稲荷寿司の手土産や

中国茶接待など年代問わず楽しめる工夫をしています。 

 

『東逗子会館インターネットと麻雀の会』 
 

開催日時：毎週火曜・金曜日 9:00～12:00 

場所：東逗子会館 参加費：100円 
 
近隣の方が集い、それぞれ麻雀やイン

タ―ネットを楽しみます。なんでも雑

談会の実施や友達作り、認知症予防に

も繋がる工夫も盛りだくさん。麻雀で

は、意外と強い女子と点数計算が早い

男子が真剣に戦っています。 

毎
月
の
楽
し
み
♪ 
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問合せ ☎873-8011 
 

おれんじカフェずし（認知症カフェ） 

日時：２月 21日(金)・３月 27 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 
 

弁護士相談（予約制） 

日時：2月 28日(金)・3月 27 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 26日(水)・3月 25 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：３月 23 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 

イベント・講座・催し 

●厚生労働大臣表彰 受賞おめでとうございます！ 
（敬称略） 

＜共同募金運動奉仕功労者＞ 池永慶子 
＜ボランティア功労者＞   つくしんぼ、ハート・ソーイング 

 

●令和２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３日（月）～28 日（金）＜土日祝日は除く＞ 

申 請 締 切 ４月 28日（火） 

問 合 せ 地域福祉推進係 
 

●令和 2 年度 月極小坪海浜地駐車場契約者募集 

〇契約期間 令和 2年 4月 1 日～令和 3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 21日（金）（土日祝日は除く）迄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。 
 

●逗子社協ご寄附の窓口「あゆむ銀行」ご寄託誠にありがとうございます 
   11 月 1 日～12 月 31 日現在（順不同・敬称略） 

〇寄託金 32 件 102,331 円 

NPO 法人人と緑の手づくり工房、小笠原学園、ザ・ファーザーズ、肉のノ
グチハイランド店、(福)湘南の凪もやい、(福)湘南の凪えいむ、(福)湘南の
凪支援センター凪、(福)湘南の凪 mai!えるしい、白十字薬局ハイランド店、
白十字薬局水道路店、瀬戸薬品、カモミール、康楽、トムズどうぶつ病院、
(医)山本メディカルセンター、福祉クラブ生協オプティ逗子葉山、福祉クラ
ブ生協移動サービス W.Co らら･むーぶ逗子葉山、スピードクイーン新逗子
店、ローレル久木店、㈱ティーエスエム ASA 逗子、くつろぎ処あんこ屋、
食事処酒処つく志、㈱小坪マリーナー、開成堂石渡薬局本店、司法書士法
人市川事務所、とうふ工房とちぎや、美容室サーラ、かんてら、杉山牛肉
店、居酒屋くろだ、逗子美術協会、逗子地区更生保護女性会 

お知らせ 

今月の福祉ニュース(p_-) 

「要介護にならない身体をつくる～転倒・低栄養を防ぐ～」 

地域の通いの場へ専門職の派遣・継続的な関わりから 
 

最高齢 98 歳の方が、「ここに来ると友達と過ごせて楽しい」と話すのは、 

今年で開催 14 年目を迎える「ふれあいサロン新宿」の一コマです。毎週水曜日、昼食を挟んで約 4

時間のお楽しみプログラムを多彩に行っているサロンとなりますが、介護予防の視点を持ち合わせ、体

操や音楽の活動も行っています。こちらのサロンに、令和元年８月から 12 月までの４か月間、理学療

法士と、管理栄養士が継続してお伺いしました。転倒予防に効果的な体操を教えていただいたり、簡単

な食事・栄養チェックをする中で、自身の健康に改めて関心を向け、専門職からの個別のアドバイスを

受けて自主的な活動に取り組みました。参加した方からは、「測定の大切さを改めて感じた。」「体力の

衰えを感じる今日この頃。専門の方からのアドバイスをしっかりと聞き留めていきます。」「これからも    

自分の身体を維持していきたい。」等の感想をいただきました。 

今後は他の地域のサロンにお伺いし、住み慣れた地域で、いつまでも元気に暮 

らしていくための活動と、通い慣れたサロンの場で、楽しみながら自身の身体と 

向き合っていく大切さを、お伝えしていきたいと思います。 

次回さくら貝（190 号）は令和２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♪ 


