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in 久木中学校

久木中学校１年生の「総合的な学習の時間」で、福祉防災体験学習が行われま
した。この学習の目的は、①大規模な震災発生時の心構え及び日頃の防災につい
て真剣に考える機会とする、②生命の尊さについて理解し、災害時に自他の命を
守ろうとする姿勢を育てる等です。６日間のプログラムのうち、２日間の企画・
実践に社会福祉協議会が関わらせていただきました。

講演会「もし、久木中学校が避難所になったら!?

どうする!? 」 <６月 14 日>

講師 小林深吾さん（逗子災害ボランティアネットワークメンバー）
小林さんから中学生への言葉（一部抜粋）
災害から５日目が経った避難所、
どんな困り事がありそうですか？

避難所の運営の主体は「避難者」
中学生は避難所運営のプロ!?
学校という共同生活が役立つ！
災害が起きたとき、自分に何ができるだろう？
🌸自分の命を守るためにベストをつくすこと
🌸友達や先生、周りの人と協力して、居心地
の良い空間を作ること

🌸小さな「困った！」に耳を傾けること
〈生徒の感想（一部抜粋）
〉
・僕が被災者だったら、ボランティアとして物資を運んだり、掃除をしたりできる
ようになりたい。
・中学生はとても元気で、お年寄りや赤ちゃんを助けられる存在なので、いざとな
った時、自分にできることを考えて、行動したい。
・避難所で亡くなる人も多いことを知ったから、避難所に行ったときは助け合おう
と思った。

新会長
挨拶
当社会福
祉協議会は、
市民の皆さん
会長 岸原 晃
が地域の課
題を把握し、福祉活動に参加
して地域福祉の輪を広げ、安
心して暮らすことの出来る「福
祉のまちづくり」を使命としていま
す。何か困ったことが起きた時
や、福祉のサービスを知りたいと
きはお気軽にご相談ください。
コロナ感染拡大の中、福祉
現場で直面する課題は、従来
の介護サービスの在り方を根
底から考え直す機会となってい
ます。感染拡大防止の厳しい
中で事故もなく本会が提供す
るサービスが実施されているこ
とに誇りを感じます。このことは職
員の技術・経験と確かな実績
が市民の皆さんの信頼を得て
いることに繋がっています。コロ
ナ禍の厳しい状況はまだまだ
続きます。更に気を引き締めて
地域共生社会への実現に向
けた福祉事業に対応して参り
ます。

体験学習「５日目の避難所～あなたとあなたの家族は間仕切りの中で生活している～」

<６月 25 日>

14 日の講演会をふまえ、25 日は避難所の生活を想像し、中学生ができることを考える体験学習を行いま
した。まず、実際に避難所で使用する間仕切りを地域の人と協力しながら 10 張組み立てました。
その後、間仕切りの中にいる感覚をつかみ、さまざまな避難者の困り事を想像し、寄り添って、自分達に何
ができるか等を考えました。考えている途中で、視覚障がい者の荒木俊彦さんが訪問！当事者の気持ちを理解
し、避難所を皆にとって居心地の良い空間にするためのヒント
となるお話を聞きました。

グループで
話し合い
ました！

避難所に設置する間仕切り
の組み立て・グループワー
クの様子

・着替える場所がないので、更衣室を作る。
・プールの水を使う。
・赤ちゃんや子ども用に別の部屋を用意し、その人に
あった部屋にして問題をなくす。
・ペットがいる人用の部屋等、同じ環境の人と同じ場
所で生活する。
・みんなが仲良くなるために、クリスマス会や劇等を企
画する。

視覚障がい者 荒木さんとお話しました。目が見え
ないと自分がどこにいるかわからない。このボール
紙が体育館だとすると私は今どこにいるのかな。

成年後見相談（予約制）
●団体会員・団体賛助会員ご加入
日時：８月 25 日(水)・９月 22 日(水)
誠にありがとうございます
14～16 時
5 月 1 日～6 月 30 日現在（順不同・敬称略）
※諸般の事情により、中止または延期 場所：福祉会館 無料
〈団体会員〉逗子地区更生保護女性会、
することがあります。
対象：成年後見制度について知りたい
車イスの会、沼間三丁目自治会、逗葉
参加される際はお問合せください。
方
地区保護司会、桜山二丁目会、逗子市
問合せ ☎873-8011
手をつなぐ育成会、ずし 3 丁目防災の
じょうほうカフェ
会、逗子市新宿自治会、藤和シティコ
おれんじカフェずし（認知症カフェ） 日時：８月 23 日(月)・９月 27 日(月)
＜予約制 ☎872-2480＞
ープ逗子管理組合
13 時 30 分～15 時 30 分
日時：９月 17 日(金)14～16 時
〈団体賛助会員〉TAKUMI HOME/
場所：福祉会館 無料
<８月は休み>
匠工務店
対象：パソコン、スマホの使い方を学
場所：逗子４丁目空き家カフェ
び合いたい方
（オンラインでの参加も可能）
●夏休み直前企画「フードドライブ」
対象：認知症の方とそ
実施しました！
お知らせ
のご家族、認知
新型コロナウ
症予防に関心の
●逗子社協ご寄付の窓口「あゆむ銀行」
イ
ル
ス感染症の
ある方
ご寄託誠にありがとうございます
影響により、世帯
参加費：100 円
5 月 1 日～6 月 30 日現在（順不同・敬称略） の 家 計 に 深 刻 な
<オンライン参加は無料>
〇寄託金 8 件 367,001 円
影響が出ていま
弁護士相談（予約制）
ＮＰＯ法人人と緑の手づくり工房、国 す。食料にお困り
日時：８月 27 日(金)・９月 24 日(金)
際ソロプチミスト逗子・葉山、岡田高 で お 子 さ ん の い
14～16 時
子税理士事務所、匿名 5 件
る世帯を対象に、
場所：福祉会館 無料
○寄託品 2 件
食料をお届けす
対象：日常生活に不安を持つ、障がい
稲満雄、匿名
る事業を実施し
のある方やご高齢の方
ました。

イベント・講座・催し

今月の事業紹介 その２

評議員・理事・監事・顧問の紹介
逗子市社会福祉協議会は、住民自治組織、社会福祉関係団体などの皆様に、評議員、理事として法人運
営等に携わっていただいております。令和３年６月に役員等の改選がありましたので、改めてご紹介させ
ていただきます。
（敬称略）
評議員
橋本 紘一
小林 壽志
本田 恒雄
岩本 禮子
松井 勝巳
山﨑 徳次郎
田宮 知義
市川 悟
坂口 敏子
加藤 克真
田邉 笑美子

東町内会
久木連合町内会
下桜山交友会
逗子 1 丁目自治会
小坪区会
逗子ハイランド自治会
池子小学校区住民自治協議会
中部地区民生委員児童委員協議会
東部地区民生委員児童委員協議会
社会福祉法人百鷗 逗子清寿苑
社会福祉法人湘南愛心会 逗子杜の郷

理事
保坂
髙津
押川
草栁
小林

久木連合町内会
逗子市民生委員児童委員協議会
社会福祉法人地域福祉協会
逗子市ボランティア連絡協議会
社会福祉法人湘南の凪

矢島
柏田
宮脇
岸原
伊藤

事業識見
財務識見

顧問
冨田 邦衛
須藤 典久

幸枝
惠一
哲也
ゆきゑ
倫

監事
信太 キヨ
長坂 祐司

伊藤 郁子
小野 恭生
広田 あや子
山本 秀人
石居 佳代子
小島 恵美子
岩田 任司
金子エスター聖美
横瀬 元治
古川 順子
福本 秀子
明
良満
文恵
晃
伊豆男

逗子市保育施設連絡協議会
逗葉地区保護司会
逗子市育児サークル連絡協議会
逗子市中途失聴・難聴者の会「みみ」

カモミール
逗子市公立小・中学校長会
公益財団法人逗葉地域医療センター
逗子葉山ライオンズクラブ
逗子ロータリークラブ
国際ソロプチミスト逗子・葉山
逗子市青少年指導員連絡協議会
NPO 法人ゆうほ

逗子市商工会
学識経験者
学識経験者
学識経験者
学識経験者

本会元会長
逗子市福祉部長

次回さくら貝（199 号）は令和３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♪

