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市長賞

教育長賞

第

第４回
ふくしのまちづくり
ポスターコンテスト
入賞おめでとう！

令和２年

１月１日

優矢さん

上星小６年

林

凜音さん

「社協」とは社会福祉協議会の略称です

＜小学校高学年の部＞

上星小４年
市川 千陽さん

今泉小６年
松本 実依さん

＜中学校の部＞

柏ヶ谷中１年
林 花音さん

柏ヶ谷中１年
大清水 彩夏さん

入賞作品を掲載した２０２０年のカレンダーを富士ゼロックス神奈川株式会社様にご協賛いただき、作製しました。
総合福祉会館及び市役所西棟１階社協事務室にて配布しております。

〜ともしびショップぱれっと〜

アイシングクッキー講座
美味しい飲み物とお
しゃべりを楽しみなが
ら、アイシングクッキー
を作ってみませんか。
クッキーの上に好きな
メッセージを入れてお持
ち帰りいただけます。ギフトにもピッタリ！
是非お気軽にお申し込みください。
※今回の講座では、クッキーは出来上がったものを使用します。

【日

〜ともしびショップぱれっとのコト〜
障がいのある方が、自立と社会参加を実現
することを目指して働いている喫茶店です。
コーヒー・紅茶などの飲み物だけでなく、
カレーやパスタなどの軽食、ケーキなどの甘
味も提供しています。
運営は、社協が「海老名市手をつなぐ育成
会」に委託しています。

広告主募集！！

「うちは大丈夫」ほんとうに？
虐待は虐待する人が悪い人 高齢者虐待内訳
実に67％が
だから起こるわけではありま
要介護者
せん。日々の生活のなかで、
33％
自立高齢者 47.9％
知らず知らずのうちに起こっ
認知症あり
ており、虐待をしている人、
19.1％
受けている人の双方に自覚が
認知症なし
67％
ないこともあります。
要介護高齢者
虐待の要因となりやすい認
知症や介護が必要な方に対する適切な接し方について学びます。
本講座は地域で認知症の人やその家族を応援する認知症サ
ポーターの養成講座も兼ねます。
【日時】２月１５日
（土）
午前１０時〜１２時
【場所】総合福祉会館２階第１会議室
【定員】５０名（先着順）
【申込】海老名市基幹型地域包括支援センター
☎２３３−０１１１

１月６日（月）
９時電話申込
スタート！

社協パンフレット最新版発行！！
社協のパンフレット「社協のしごと」を
１０月に改訂し、最新版を発行しました。
社協がどんな組織か、どんな事業や活動
を行っている団体か、わかりやすく掲載し
ております。
下記の場所でお配りしていますので、是
非ご覧ください。
《社協パンフレット設置場所》
●市役所西棟１階 社協事務室
●総合福祉会館
※社協ホームページからダウンロードできます。

〜企業・お店の紹介や宣伝広告にご活用ください〜

ホームページアドレス http://www.ebina-shakyo.or.jp/
メールアドレス ebina-shakyo@ebina-shakyo.or.jp

時】２月３日
（月）
・４日
（火） ※いずれか１日
午前１０時〜１１時３０分（受付９時３０分）
【場 所】市役所 １階 ともしびショップぱれっと
【参加費】１,３００円（材料代）
１月７日（火）
※ドリンクが１杯つきます
９時電話申込
【定 員】１日あたり１２名（先着順）
スタート！
【講 師】仲亀 さやか氏
【申 込】地域支援グループ ☎２３５−０２２０

高 齢 者 虐 待 防 止 講 座

発行／社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会 海老名市勝瀬175−1 海老名市役所内
TEL 046-235-0220 FAX 046-235-0191

＜小学校低学年の部＞

杉本小３年
橋場 澪さん

阿部

162

海老名小３年

社会福祉協議会長賞

杉久保小３年
新納 未来さん

162号

※この広報誌は皆様からの会費と広告掲載収入を財源として発行しております。

ぬ く も り 通 信 は 、 点 字 版 と 音 声 版 も 用 意 し て い ま す 。 ご 希 望 の 方は 社 協 ま で 。
音声版は、ホームページにて聞くこともできます。
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新年のごあいさつ
新年明けましておめでとうございます。
市民の皆様には、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
また、日頃から当協議会の活動に多大なるご理解とご支援を賜り厚く御礼申し上げ
ます。
今年は日本において、５６年振りに東京オリンピック、パラリンピックが開催されます。
この大会は、世界中の人々がスポーツを通じて交流し、つながることができる大会
であり、私たちにとって、感動と勇気、希望を与えるものと思われます。
このような記念すべき年に、当協議会は、住み慣れた地域でお互いに助け合い、支
え合い、理解し合える地域づくりと住民同士のあたたかなつながりづくりをさらに進 海老名市社会福祉協議会
めてまいります。
会長 河 野 誠 一
今年も皆さまのご支援とご協力を賜わりますよう、お願い申し上げます。
結びに皆様にとって幸せな良い年でありますようご祈念申し上げます。

ホームページを
ご覧ください！

社協の仕事をお伝えする
『社協フェイスブック』
運営中！
！
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福祉のまちづくりフォーラム２０１９を開催

援体

生活支

中部地区 移動支援試行実施プロジェクト

タクシーで高齢者の買い物支援

〜福祉功労者等６４名６団体を表彰〜
令和元年１１月２４日
（日）
、市役所４０１会議室にて、
「福祉のまちづくりフォーラム２０１９」を開催しました。第１部では、ふ
くしのまちづくりポスターコンテストや福祉作文コンクール、社会福祉に功労のあった方々の表彰、第２部では、
「落語
とともに楽しく学ぶ成年後見制度」をテーマに、行政書士で社会人落語家としても活躍している生島清身さんをお招き
して、講演を行いました。人と人とのあたたかなつながりづくりや、参加された方々一人ひとりが「福祉とは何だろう。
」
と、集い考えるきっかけの場となりました。

ポスターコンテスト・作文コンクール受賞の皆さま

受賞された方々（順不同敬称略）

◆ふくしのまちづくりポスターコンテスト
市長賞
阿部優矢（海老名小）
教育長賞 林 凜音（上星小）
社会福祉協議会会長賞
新納未来（杉久保小） 橋場 澪 （杉本小）
市川千陽（上星小）
松本実依 （今泉小）
林 花音（柏ヶ谷中） 大清水彩夏（柏ヶ谷中）
★表彰ポスターは８面をご覧ください。

◆県共同募金会福祉作文コンクール
林 紗梛（杉本小）
藤本結衣（海老名小）

【民生委員児童委員】 水本晶子
平井敦子
杉原美津江 間宮久子
【保護司】
神森義一
渡部美憲
【ボランティア】
相州海老名東柏太鼓
對間恭子
岡田道子
吉田アサ子
小林禮子
市川佳央
髙野英子
露木照代
本多美幸
久保康子
【多額寄附】
アンダーツリー株式会社
国際ソロプチミスト海老名

森本千尋（海老名中）
湯口紋菜（今泉中）

◆社会福祉功労者感謝
久田妙子
佐藤敦子
髙橋敬得
小島光義
綱島則子
大貫節子
神野悦子
米山珠枝
吉野則子
桐生行雄
川畑重昭
西海豊道
山田隆司
齋藤惠介
大矢和正
【社会福祉施設従事者】 金光順子
中鉢惠美
藤村 淳
丹沢 桂
鈴木和子
武井紀人
栗山真奈
溝口和代
【ボランティア】
国分寺台地域福祉協議会
中新田小学校区ふれあい推進委員会
柏ヶ谷地区ふれあい委員会 三嶋孝江
植松慶子 見上陽子
前川美智子 黒沢美代子
大塚美江子 西田有子 村上信子

取組事例紹介
イオン

ご自宅近くでタクシーに乗車

10：30頃

みんなでショッピング

ハートフルタクシー

12：30頃

たとえば…

樽井集会所

持ち寄ったお弁当で
みんなでランチは

ぷらっとサロン

いかがでしょうか？

【１１月〜１月までの試行実施】

まずは、お気軽にご相談ください【相談無料】
ボランティア相談

成年後見総合相談

障がい相談

《ボランティアセンター》

《えびな成年後見・総合相談センター》

《Ｋ.Ｔ.Ｓ. 》

内容▶趣味を生かしたボランティア活動をし
たい。
▶○○で困っていて、ボランティアを頼
みたい。
▶どんなボランティア団体があるの？

内容▶成年後見って、どんな制度？利用する
ための手続きは？
▶一人暮らしで認知症になったらお金の
管理をどうしよう？
▶弁護士・司法書士・社会福祉士等の専
門職相談（事前予約制）

内容▶障がい相談（障がいを抱える方やご家族の

日時

◦平日／午前８時３０分〜午後５時１５分

場所

総合福祉会館内

問い合わせ

日時

場所

◆社会福祉功労者表彰

☎２３２−１６００

◦平日／午前９時〜午後５時
◦第１・３土曜日／午前９時〜正午
（事前予約制）
市役所西棟社協事務所内

問い合わせ

日常生活上の問題についての相談）

▶当事者によるピアカウンセリング相談
※ピ アカウンセリングは、障がいのある
当事者が相談員となり、相談をお受け
します。（日時：第３水・木・金曜日）

日時

場所

☎２００−９８３３

◦平日／午前９時〜午後５時１５分
◦第１・３土曜日／午前８時３０分〜
正午（事前予約制）
市役所１階

問い合わせ

☎２００−７５６５

教育支援資金のご案内
教育支援資金は、一定の所得以下の世帯に対して、学校教育法に定められた高等学校・大学などへ入学する際に
必要な費用や、在学中に必要な費用の貸付を行う制度です。

★湯口紋菜さんの作文「福祉とは」は、県の最終審査で準優秀賞を受賞しました。
★表彰作文は社協ホームページからご覧になることができます。

【民生委員児童委員】

社協では、まちぐるみで支えあう仕組みづ
くりに向けて、地域で高齢者を支援する関係
者間のネットワークづくりを目的とし、情報
共有・連携強化の場として「協議体」を開催
しています。
中部地区においては、地域内交通に関わる
新たな仕組みづくりについて協議を重ねてき
ました。
今年度は、その具体的なプロジェクトとし
て国分寺台３・４・５丁目樽井まちづくり会
と企業が連携した「〜サロン会場発〜お買い
物ツアー」を試行実施しています。
その他の地域でも、居場所や買い物等様々
な地域課題解決に向け取り組んでいます。

社会福祉功労者表彰受賞の皆さま

社会福祉功労者感謝受賞の皆さま
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事業
制整備

講演会の様子
青島勝通
小野 武
北島富喜子

佐々木啓子

斉藤るり子
渡邊春枝

◉進学される方が借受人、世帯の生計中心者が連帯借受人になっていただきます。
◉ご利用には審査があります。審査には時間がかかりますので、余裕をもって相談してください。
また、審査の結果、ご希望に添えないこともあります。
◉ひとり親世帯の方は、母子・父子・寡婦福祉資金の相談（海老名市こども育成課）を
受けていただく必要があります。
◉卒業後に返済が始まります。
問い合わせ：総合支援グループ ☎２３５－０２２０
例 え ば

公立高校が第１希望だけど、万一に備え私立高校も併願。

だけど私立高校に入学することになったら今の貯蓄だけでは足りない。
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問い合わせ・申込

☎ ２３２−１６００

ご自宅で眠っている書き損じハガキ、古くなった未使用ハガキ、未使
用の切手やテレホンカードを寄附していただけませんか。換金し、地域
福祉事業の財源に活用させていただきます。ご協力をお願いいたします。

FAX ２３２−９５６１

書き損じハガキ等ＢＯＸ設置場所

災害救援ボランティア
コーディネーター 養 成 講 座
市内で大規模災害発生後に設置する
“災害救援ボランティアセンター”
。
全国から集まるボランティアを受け入れ、支援ニーズにあわせてマッ
チングをし、市内被災地へ派遣する「災害救援ボランティアコーディ
ネーター」の養成を目的に役割や必要な知識について学びます。

受講後、災害ボランティアネットワークの活動に
参加しながら、いざという時のコーディネーターとして
活躍してみませんか？
【日時】 ２月９日（日）午前９時３０分〜午後３時
【場所】 総合福祉会館
【内容】 午前 講
 義「災害時の海老名市・県社協・市社協・災ボラの役割」
午後 災害救援ボランティアセンター立上げ訓練
【対象】 市内在住・在勤・在学の方 ３０名（先着順）
【費用】 無料
【申込】 １月６日（月）より、電話にて受付開始

ボランティア入門講座
手話入門講座

総合福祉会館指定管理事業

はじめての
陶芸体験！
！
〜 my 植木鉢を作ろう〜

ご協力
おねがい
いたします

※寄附ボックスは、今後随時増設していきます、設置場所はホームページ等でお知らせします。
※郵送でも受け付けております。

郵送先

〒２４３−０４３８

海老名市めぐみ町６−３

社協総務企画グループ

宛

健康増進・生きがい・仲間づくり

を目的として総合福祉会館の陶芸窯
を活用し、陶芸体験を開催します。
時】 １月２９日（水）
午後１時３０分〜４時３０分
【場 所】 総合福祉会館
【対 象】 市内在住の６５歳以上の
未経験の方
１０名（先着順）
【費 用】 １，０００円
【持ち物】 タオル、ハサミ、
汚れてもよい服装
【申 込】
１月６日（月）
より電話にて
受付開始
【日

〜手話に興味のある方のご参加お待ちしております〜

【日時】 １月１７日
（金）
〜２月１４日
（金） 午後７時〜８時４５分
毎週金曜日 全５回
【場所】 総合福祉会館 【費用】１００円（テキスト代）
【定員】 ２０名（先着順）【主催】海老名市聴覚障害者協会

全国に 9カ所のウェルキャブ総合展示場

トヨタハートフルプラザ横浜
様々な福祉車両の

■ 常時10 台以上のウェルキャブを展示しています。

TEL.
（045）
662- 9691 〒231- 8530 横浜市中区山下町33

お近くの新車店舗でご案内します。

海老名店

〒243 - 0433 海老名市河原口4 - 6 - 3

シエンタ 車いす仕様車

お気軽にお問い合わせください。

TEL.
（046）
235 -1211

営業時間 9 : 30 ～19 : 00（ サービス受付時間 9 : 30 ～ 18 : 00 ）

ブ員が活動中！
現在１65名のクラ

クラブ員活動インタビュー

「介護ボランティアポイント制度」
で介護予防
すそ

わ

えびな 元気 お裾分けクラブ
市内の介護施設や高齢者宅などで、社会貢献活動を行
うことで生きがいづくりや介護予防につなげる事業です。
活動ごとに貯まったポイントを特産品等と交換します。
この活動を希望する方は、下記のとおり説明会を開催し
ますのでご参加ください。
【対 象】市内在住の６５歳以上の方
【持ち物】印鑑（シャチハタ可）、介護保険証
【申 込】開催日の２日前までに、電話にて申込み
開催日

時

間

１月１４日（火）

午前１０時〜正午

３月２５日（水）

午後２時〜４時

場

所

Ｎｏ．１１７

大峯陽子さん ７０歳代
下今泉在住

Ｑ：きっかけは…
Ａ：定年後に新たな仕事を始めることも考えましたが、
自分の時間を大切にしたいので、時間に自由がきく
活動を選びました。
Ｑ：活動日及び内容は…
Ａ：毎週月曜日と土曜日の１１時３０分から２時間程度。家
族の用事や旅行をする時は、お休みをしています。
デイサービスの昼食時間にお茶出しのお手伝いやお
話し相手をしています。
Ｑ：これから始める方へメッセージを！
Ａ：何かをしたいと思いながら家にいるならば、一歩踏
み出してみませんか。今まで知らなかった世界も知
ることができるし、生活にメリハリが出来て、楽し
いですよ。

総合福祉会館

＜お手伝いの内容＞
お話し相手・施設での配膳、下膳・散歩付き添い・
レクリエーションのお手伝いなど…

撮影協力・活動場所

特別養護老人ホームさつき

募 集 障がい者福祉施設等の非常勤職員
【内容／時給】利用者支援・送迎等運転業務／1,020円〜
【勤務日数／時間】週３日程度／8：30〜17：30
要 普通自動車免許（AT 限定可）
※平日のみ勤務可 ･ 車通勤可 ･ 初心者可
「やさしくなあに」
〜奈緒ちゃんと家族の３５年〜
上映会の ２月１５日
（土）14：30〜17：30
お知らせ 海老名市文化会館小ホール
500円（事前チケット販売中）
映画

応募 ･ お問い合わせ

社会福祉法人

星谷会

☎046 -238 - 8004
住所：杉久保南3-31-8

代表取締役 曽根 友基

乗降操作がご体感いただけます。

横浜トヨペット

●市役所西棟１階社協事務室
●総合福祉会館
●文化会館
●わかば会館
●市民活動センタービナレッジ

（6）

（7）

みんなの思い！届け！被災地へ！
〜社協は全力で被災地を応援しています！！〜
災害時には、人と人とのつながりや支え合いがとても重要になります。

社協は、日常から地域のつながりや支え合いの関係づくりを大切にし、災害に強いまちづくりを進めています。
昨年の台風１９号において、海老名市内では大きな被害はありませんでしたが、県内外で多くの地域や住民の方が

被害にあわれました。

その中で、社協が被災地（者）のために行ってきました取り組みについて、紹介いたします。

ご協力・ご支援いただいた皆様に心から感謝申し上げます。

② ボラサポ募金の
募集

①義援金の募集

社協で集められた義援金は、「ボランティアサポート募
全て中央共同募金会を通じ
金」は被災地で活動するボ
て、被災地（者）に送られま
ランティアへの活動支援金
す。公共施設や地域イベン （「支える人を支える」活動
ト・市民まつり等で義援金
支援金）です。集められた
への協力を呼びかけ、市民
募金は中央共同募金会を通
の皆様から多くのご協力を
じて、被災地でボランティ
いただきました。
ア活動をする方のために役
立てられます。
総額 111,296円
（令和元年１２月１７日現在）

総額 12,853円

③ ボランティア情報
④ 災害ボランティア
の提供
講座等の実施
災害ボランティアの活動支
援拠点である「総合福祉会
館」で災害ボランティアと
して活動を希望する方へ、
被災地の最新の情報を提供
しました。また、災害ボラ
ンティア活動保険の加入手
続きを行いました。

災害ボランティア講座を３
日間実施し、受講者が災害
ボランティアとして被災地
を支援しました。その他、
毎年災害ボランティアコー
ディネーター養成研修を行
い、災害ボランティアの養
成も行っています。（４面
をご覧ください）

（令和元年１２月１７日現在）

社協賛助会員に加入された皆さま
令和元年１１月３０日現在 １，３７９，５００円 もの賛助会費をいただきました。社協の
事業へのご理解・ご協力に感謝申し上げます。令和元年５月〜１１月に加入された皆
さまをご紹介します。

（順不同・敬称略）

海老名市自治会連絡協議会 各会長
北部地区民生委員児童委員協議会
西部地区民生委員児童委員協議会
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
南部地区民生委員児童委員協議会
中央地区民生委員児童委員協議会
海老名ゆめクラブ連合会
海老名ゆめクラブ連合会 各会長
海老名市自閉症児者親の会
海老名市肢体不自由児者父母の会
里親センターひこばえ
海老名市ボランティア連絡協議会
えびなパソコンサポートボランティア
ナチュラルサポート海老名
海老名市スカウト連絡協議会
傾聴ボランティアかけはし
海老名市遺族会
海老名市介護者の会四つ葉のクローバー
劇団えびな座
海老名市立わかばケアセンター
田澤会
海老名災害ボランティアネットワーク
えびな・おもちゃ病院
（福）
中心会
（福）
寿会 つちのこ保育園
（福）
妙常会 たちばな保育園
（福）
青い草の会 にんじん村保育園
（福）
プレマ会 えびなの風保育園
（学）
大塚平安学園ドレーパー記念幼稚園
（学）
古郡学園 相模みのり幼稚園
（学）
妙常学園 旭たちばな幼稚園
（一財）
春秋会さがみ愛子園・ふたば愛子園
㈱ソーシエ ぽとふ海老名
（特非）
萩の会・海老名
（特非）
ワーカーズ・コレクティブどり〜む
（特非）
ワーカーズ・コレクティブあい
（特非）
びな・パートナーシップ・ひろば
（特非）
WE２１ジャパン海老名
ガーデン薬局中央店
すずらん薬局さがみ野店

さがみ野内科・呼吸器科クリニック
西村整形外科
医療法人至誠会 たんぽぽ歯科医院
やよいクリニック
海老名あおばクリニック
腎健クリニック
医療法人社団ライオン会ライオンインプ
ラント
ライオン会ライオンデンタルクリニック
なかえこどもクリニック
オアシス湘南クリニック
オアシス湘南病院
佐藤クリニック
いしわた矯正歯科
㈱新公建設
優成サービス㈱
エビナ文具
社会保険労務士相沢事務所
㈲藤井測量設計
㈱橘建
㈲国分寺そば
横浜トヨペット㈱海老名店
髙山金属商事㈱
㈱大入物産
たかの司法書士事務所
㈱テクニカル・プラ
村松電気管理事務所
㈱ふじ生花店
三和紙工㈱
アルバート焙煎工房
㈱河野文具
㈱パブコーキ
㈱アイエンス
田邉コンプレッサー㈱
上州屋精肉店
㈲友和
㈱ダスキンエビナ
栄和ガーデン㈱
㈱松本商会
㈱マッチング・ナビ
河の手ギャラリー

賛助会員は随時募集しています。個人、団体、法人いずれでもご加入が
可能です。これまで同様、地域福祉を支えるための皆さまのご支援を
お願い申し上げます。 問い合わせ 総務企画グループ ☎２３５－０２２０

㈲御幸
㈱為我井製作所
㈱横浜メディアアド
相鉄バス㈱綾瀬営業所
東名自動車工業（株）
そば処佐賀
雪印メグミルク㈱海老名工場
㈱杉久保デザイン社
㈱会縄軌道
㈱宮代園
スルガ銀行海老名支店
サンインテルネット㈱
㈲ロリアン
横浜信用金庫
㈱今井防災商事
㈱サカエサービス海老名営業所
栄光商事㈱
㈱仲屋商事
㈱インテック
㈱ハートフルタクシー
石室商事
大東電業㈱
㈲浜野屋
㈲中川設計
㈲明成工業
㈱タズミ
㈱柴橋商会
㈱ブレーンズ・システム
㈱シンコウ設備
㈱C ＆S
㈱関東小池
㈱日本化学研究所
㈱タートルホーム
㈱中央経営研究所
鈴商建設㈱
㈲勝見タイヤ商会
セミコンサポート㈱
㈲松本建設
人の森㈱
サントリーコーヒーロースタリー㈱
海老名工場

アツギケア㈱
日本工油㈱
㈱神奈川発電機サービス
佐野畳店
泉橋酒造㈱
㈱マイテック
㈲もりたしろう工務店
開成工業㈱
㈱伸寛
㈱海老名住宅センター
㈱サカモト 二俣川斎場
㈱厚木自動車学校
セブンイレブン海老名柏ヶ谷店
㈱YAMABISHI
㈲県央清掃営繕工社
ふじみ式典㈱
㈱古川
厚木ヤクルト販売㈱
㈲ガレージカーポイント
城南信用金庫海老名支店
福祉・医療コンシェルジュ㈱
㈱大和急配
㈱スタンダード運輸
㈲難波建設
㈱タウンニュース社
㈲ティーオーエム
㈱トーカイ
㈱アイテック
レンブラントホテル海老名
㈲エビナ自動車工業
司法書士 赤塚 若菜
あさひ国際旅行㈱
やまゆり生活協同組合
コフレ・コフレⅡ高橋栄一郎
森川 紀子
服部 澄一郎
日高 建一
吉澤 博昭
前田 洋子
松島
海老名市管理職の皆様

令和元年６月１日〜１１月３０日

社会福祉協議会に寄付してくださった方を紹介します。皆さまからのご支援、
（敬称略順不同）
誠にありがとうございます。

【お金を寄附してくださった方】敬称略
梶谷産業株式会社（６回）

６０，０００円

海老名市ゴルフ協会 

１００，０００円

株式会社 I J T T 海老名工場 JB 会 

被災地の復興支援のために、引き続き、ご協力・ご支援をお願いします。

２８，０２２円

海老名市中央地区民生委員児童委員協議会 

５，１７３円

国分北二丁目自治会 

３，６１０円

株式会社蒼天不動産管理 

４０，０００円

寄附金仕様自動販売機による寄附（※）
㈱伊藤園 

４，２４３円

コカ・コーライーストジャパン㈱ 

４１，５０３円

海老名市園芸協会レタス部会・海老名市キャベツ組合

台風１９号災害支援活動の様子（相模原市）

写真提供：海老名災害ボランティアネットワーク



１８，１５０円

匿名 

９９，６７５円

～

【物品を寄附してくださった方】敬称略
河野真由美

 巾２０枚、ティッシュペーパー７０箱、
雑
使い捨てゴミ箱３００個
将棋２セット
松永十九三 
えびな消費者の会

ウェットタオル詰め替え用３セット
匿名 
米約４０ｋｇ

（※）寄付金仕様自動販売機とは、売上の一部が寄付
金に還元されるしくみの自動販売機です。現在社協
では、寄付金仕様自動販売機の設置にご協力いただ
ける方を募集しています。

～ エリントンとベイシーを中心にビッグバンドの名曲をお届けします

BIG18 オーケストラ

2020年

海老名市ゴルフ協会様
から、チャリティゴル
フ大会にて集まった寄
付金をいただきました。

3/7

(土)
15時 開演（14：15 開場 ）

♪プログラム♪
スウィングしなけりゃ意味ないね
ヤ・ガッタ・トライ
ムーンライト・セレナーデ ほか

ゲストヴォーカル

AYUKO

銀座院 03-3572-8818

町田院 042-720-8811

チケット

( 全席指定・税込 )

一般 ¥2,000 / 65 歳以上・小学生～高校生 ¥1,500
＊未就学児入場不可

【主催】海老名市文化会館

【後援】海老名市 / 海老名市教育委員会

チケットの
お申込み
お問い合わせ

海老名市文化会館 ☎ 046-232-3231
（住所 / 海老名市めぐみ町 6 番 1 号）

※休館日除く 10 時～17 時 30 分

