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５月１日

社 協 えび な
「社協」とは社会福祉協議会の略称です
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※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。

第3期 募集
生
受講

いきいきカレッジ
〜海老名を愛する大人のための学校〜
知 × 五感 × 対話 ＝ 幸（高）齢者

තᬺ↢⚫
音楽で人との
つながりを
私の好きな音楽
をとおして人と人
とのつながりをつ
くりたいと願い、カレッジ仲間とともに、「健
康・歌声喫茶さえずり」を立ち上げました。
卒業後は活動助成金の確保や練習など、忙しい
ですが楽しい毎日ですよ。（１期生 森田 寛さん）

地域で自分らしく活動してみたい。
もう少しだけ自分に磨きをかけたい。
そんな大人を応援しています。
豊かな仲間と一緒に地域社会でできる
一歩を踏み出しませんか？

人材として
の宝物
今迄、支えて頂いた
分、今後自分がどのよ
うに地域に貢献できる
かを、つかめればと思い受講しました。今後は、
高齢者も障がい者も、活躍できる方法を考える、
人材の橋渡し役のような活動ができたらいいな
と考えています。
（２期生 本多 勝子さん）
※詳細は２面をご覧ください

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、イベントなどは変更・中止する場合があります
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いきいきカレッジの講座を一部紹介！
⍮

『シニアにとっての SNS』

『分からないままじゃもったいない！』
SNS（Facebook、LINE…）で何ができるの
かを、分かりやすくお伝え
します。社会的なつなが
りづくり、認知症予防、世
代間交流などさまざまな
効果が期待できる SNS の
入門編です。

⍮

『人生 100 年時代
〜幸
（高）
齢期の生き方を探る〜』

介護や年金の問題も含め、
現代の高齢者をとりまく
社会状況の変化を分かり
やすく説明します。その
うえで、私たちの暮らす地
域の生活課題に目を向け、
自分たちで解決していく
ためのヒントを学びます。

ኻ

『The 企画会議！
みんなの卒業旅行』

３月の卒業旅行を、受講生のみなさんで企画
立案するワークショップです。限られた予算
で楽しい旅行を考える体験は、学生時代を思
い出しながら、わくわく楽し
く、仲間意識や一体感がいっ
そう高まります。全員が楽し
めて、良い思い出となるよう
な企画を生み出しましょう。

ᗵ 『昔遊びを楽しもう
〜懐かしいわらべうた〜』
『あんたがたどこさ、ひごどこさ…』
誰もが知るわらべうた遊びと
いう共通項をとおして、そこ
にいる全員が一瞬で打ち解け
ます。楽しい昔あそびを次の
世代に伝承することの大切さ
を体験できる講座です。

ᗵ『私の素敵なフォトグラフィ

〜奇跡の１枚を撮ろう〜』

「普段、どうしても構えてしまう」
「気に入っ
た自分の写真がない」そんな方も、プロのカ
メラマンさんに、素敵な写真を
撮影してもらいましょう。
ちょっと意識するだけで、グッ
とよくなる撮影のコツや撮ら
れ方を楽しく学びます。

学びのポイント

⍮
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介護予防や地域の課題（高齢・子ども・
障がい）を知ることや、コミュニケー
ション技術などを学ぶ
参加者同士のグループワークにおける
対話や実際の地域サロンの見学実習
これからの生き生きとした暮らしのた
めに、楽しむことを全体とした〝五感に
働きかける〟企画講座

߈߈ࠞ࠶ࠫⷐ
６月３日（水）
〜10月28日（水）
［内11日間］ ９時30分〜15時
日 時 （前期）
（後期）11月18日（水）
〜３月24日（水）
［内11日間］ ９時30分〜12時（内２日間は９時〜15時）
場 所 総合福祉会館など
ホーム
パンフ ページにて
対 象 市内在住65歳以上で、地域活動に意欲があり全22日受講できる方
レット
公開中
、別途自己負担あり
定 員 40名
費 用 3,000円（資料代）
申込

パンフレットを社協ホームページにて確認、または電話にて
お取り寄せ頂き、お読みの上、５月22日（金）
までにホームページ上の申し込みフォーム
またはお電話にてお申し込み下さい。

問合

地域支援グループ

☎235−0220

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、イベントなどは変更・中止する場合があります

実 習 生 募 集
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障がい者就労チャレンジ

障がいのある方が、５日間で色々な仕事にチャレンジし、自分が得意なことを知り、
また就労を目指すきっかけとして実習を行っています！
対象

市内在住で、就労支援事業所や特別支援学校に通所・通学している障がいのある方。

日程

５日間（土日は除く）

期間

時間

９時〜16時

定員

15名程度

令和２年７月中旬から翌年２月までの期間

実習場所

海老名市障害者支援センターあきば、海老名市社会福祉協議会、民間企業他

申込

社協ホームページより書式をダウンロードし郵送、又は申し込みフォーム
より申し込み下さい。電話でお問い合わせも受け付けています。

問合

地域支援グループ ☎235−0220

昨年度
実習者の
紹介
一般就労を目指して
がんばってます！
中田

浩二さん（LITALICO ワークス 海老名）
言語障害・右半身まひ

かしわ台駅前郵便局

安心キットの作成

Ｑ．就労チャレンジを体験した感想は？
Ａ．５日間で色々な仕事ができたのがよかったです。また実習中は
職員の方が付きっきりで指導してくださり、とても助かりました。

えびな成年後見・総合相談センターの紹介
海 老 名 にはあるんです！
には あ る ん で す ！
新聞やテレビで目にすることが増えてきた『成年後見制度』という言葉。
でも…『成年後見制度』という言葉は知っていても、実際にはどういう制度なのかは、
意外とわからないものです。
将来のことを
考えると不安なん
だけど、この制度が
守ってくれるの？

実家に住んで
いる祖父が、訪問販売や
不要な家屋の修繕をして
しまう。契約を取り消す
ことはできないのかな？

銀行で、認知症に
なってしまった母の
お金をおろそうとしたら、
『後見人』をつけてください
と言われてしまった。
どうしたらいいの？

などなど。

そんな疑問に、あなたの暮らしを守る、

えびな成年後見・総合相談センター
がお答えします。
お気軽にご相談ください。 問 合 総合支援グループ☎200−9833
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〜ふだんのく

社協では、みなさんの
実施しています。この

講座等の募集

みなさんの参加をお待

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、イベントなどは変更・中止する場合があります

みんな元気に介護予防
えび なお 裾 分 けクラブ
（介護ボランティアポイント制度）

元気

のご案内

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。活動ごとにポイントが貯まり、貯
まったポイントを特産品等と交換します。
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
持物
申込
問合

特産物交換の一例

時 間
場 所
介護保険証、印鑑、
（シャチハタ可） ５月15日（金） 午前10時
〜正午 総合福祉
開催日の２日前までにご連絡ください。
７月14日（火） 午後２時 会館
ボランティアセンター ☎232−1600
９月18日（金） 〜４時

市内在住の65歳以上の方

開催日

【お手伝いの内容】お話し相手、施設での配膳、下膳、散歩付添い・レクリエーションなどです。

ボランティア入門講座
〜誘 導 法〜
視覚障がい者が外出などをする際にお手伝いをする
「誘導法」を学び、ボランティア活動してみませんか。
日時

６月４日〜７月９日 午前10時〜正午
毎週木曜日 全６回

場所

総合福祉会館
20名
※市内で活動していただける方

定員
費用
主催
申込
問合

無料
海老名市誘導ボランティア虹の会
の会
５月７日（木）より電話のみ。
ボランティアセンター ☎232−1600

目印！
自動販売機設置 で
このシールが
地域貢献しませんか？

社協では、売上の一部が地域活動にため
に寄付される、「地域貢献型自動販売機」の
設置を進めています。頂いたご寄付は、地
域内の見守りや健康づくり活動、ボラン
ティア活動に活用させていただきます。
ぜひご検討ください。
問い合わせ 総務企画グループ ☎046−235−0220

パソコンボラ募集！
！
「えびなパソコンサポートボラ
ンティア」はパソコンで困ってい
る方のお手伝いするボランティア
を募集しています。

߃߮ߥ 258

活動（お手伝いする）
内容の例
〇ソフトの使い方
オフィス：Word、Excel 等
メール：Outlook、Gmail、Yahoo メール等
その他：筆まめ、筆ぐるめ等
〇デジカメやスマホで撮影した写真のパソコンへの取込みと印刷
活動場所、活動日時
海老名市文化会館で週2回 ( 水・金 )
午前10時から午後４時までのうち３時間単位で都合の
付く時間帯
問合

ボランティアセンター ☎232−1600
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くらしをしあわせに〜

の「ふだんのくらしのしあわせ」につながる様々な講座等を
のコーナーでは講座等の募集情報をご紹介します。

待ちしています。

こころとカラダの健康教室

ともの輪

ともの輪では、参加者同士で楽しく交流をしながら、認知
症・ 介 護 予 防 の た め の 健 康 体 操 や 脳 ト レ を 行 っ て い ま す。
住み慣れた地域で、楽しく健康づくり・友達づくりをしませんか。

ともの輪ストレッチ体操！

ᄖ⥄☽ࠍߒߥ߇ࠄޔ
ኅߢ߽りࠍേ߆ߘ߁㧋

注意：①無理をしない。
②怪我をしないよう注意。
③こまめに水分補給。④体調が悪いときは休みましょう。

②お尻のストレッチ

①わき腹のストレッチ
左右
８秒×３回

左右
８秒×３回

８秒×３回

両手で膝をゆっくり胸に
引き寄せましょう。

反 対 の 手 で 座 面 を 押 さ え な が ら、
ゆっくりと体を倒しましょう。

④ももの裏側のストレッチ

両膝の内側に手を添えて、
両足を外に開きましょう。

⑤つま先・踵上げ、足首回し

⑥肩上げ運動
３回

左右
８秒×３回

片足を前に出し、視線は前に向けた
まま、上半身をゆっくり前に倒しま
しょう。

③股関節のストレッチ

つま先上げ 踵上げ下げ
下げ10回
10回
姿勢を正し、
ゆっくり行い
ましょう。

足首回し
両足10回

ゆっくり両肩を上げて、
ゆっくり下ろします。

☆今後、Facebook でともの輪体操を紹介していきます。ぜひご覧下さい！
新型コロナウイルス感染症の関係により、現在『ともの輪』は中止となっております。今後も海老名
市より施設の休館延長がある場合は、それに伴い、ともの輪の中止を延長いたします。
今後の実施及び中止の確認につきましては、社協ホームページにて確認、または電話でお問い合わせ
問合
地域支援グループ ☎235−0220
下さい。

青い山脈

11

24

演奏予定曲目

昭和
︵藤山一郎／

ィ
東京ラプソデ年︶

昭和 年︶
︵藤山一郎／

わざる
誰か故郷を想

︶
ア／昭和 年
ス・コロムビ
︵霧島昇＆ミ

15

旅の夜風

《全席指定（税込）》※未就学児入場不可
一 般：2,500円 シルバー
（65歳以上）
：2,000円
学 生（25歳以下）：1,000円

和 年︶
︵霧島昇／昭

海老名市文化会館 大ホール

23

他

2020年６月27日
（土） 開場 13：30 開演 14：00

更になる
※曲 目 は 変
ます︒
場合がござい

東京大衆歌謡楽団

航路
憧れのハワイ

〜昭和の名曲コンサート〜

和 年︶
︵岡晴夫／昭

時代を趨えて… 世代と超えて…
古き良き昭和の 流行歌を唄い継ぐ、
話題の「東京大衆歌謡楽団」が
遂に海老名に登場！！

13

《お問い合わせ》海老名市文化会館
☎046−232−3231(10:00〜17:30)

皆さんと
一緒に唄う曲も
あります。

《チケット取り扱い》
◆海老名市文化会館（会館窓口・電話にて受付）
☎046−232−3231（10：00〜17：30）※休館日を除く

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 制作：有限会社シーズ
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事業計画・予算

令和２年度
取り組みの方向性

社協では、
「笑顔でつながる共生のまちづくり」をスローガンに、令和２年度
からの５か年計画として、第５次地域福祉活動計画をスタートします。子ども
から高齢者まで、全世代の人が役割を持ちながらいきいきと暮らし続けること
ができる「地域共生社会」の実現に向けた取り組みを推進してまいります。

★生活支援体制整備事業の取り組み

★障がい者支援の取り組み

既存の介護サービスだけでは対応が難しい課
題に対し、地域住民が主体となった支え合いが
図れるよう、互いに助けたすけ合う力を高め、
地域全体で高齢者の生活を支える体制づくりを
進めます。

障がい相談窓口「K.T.S.」
（かかわり・つながり・ささ
えあい）事業、就労希望者への就労支援「就労チャレン
ジ」事業、障がい者就労支援施設における共同受注窓口
の運営、市役所内喫茶スペース「ぱれっと」の運営を実
施します。

★地区社協設立支援と組織機能の強化

★組織基盤の充実

地域における居場所づくり、生活のちょっとし
た困りごとの助け合い、見守りの体制など、地域
内のつながりづくりを支援します。また、地域の
福祉活動が、継続した取り組みとなるよう、新た
な地区社協設立に向けて組織化を支援します。

法人の安定した運営に向けて、働き方改革を踏まえ、
人材育成、働きやすい環境整備、意欲的に就業できる職
場づくりを目指します。また、多くの市民の皆さまや事
業所等に社協の活動への理解・応援をいただけるよう、
広報活動に取り組みます。

★基幹型地域包括支援センターの取り組み
市内６か所の地域包括支援センターの統括・調整等の役割を担うため、行政、関係機関との連携強化を図りま
す。また、介護・医療・地域資源の情報を集約し、市民・関係機関に対し有効な情報の提供に努めます。

予算総額 ３３１，
８６８，
０００円

収入支出予算
障害福祉サービス等事業

社協会費

1,648万 8 千円
5.0％

752万 4 千円
2.3％

その他の収入

寄附金

2,294万 9 千円
6.9％

94万円
0.3％

事業収入
687万 9 千円
2.1％

収入

ボランティア関係

その他の事業

537万 3 千円
・ボランティアセンターの運営
・災害救援ボランティアセンター関係

2,557万 2 千円
・介護職員初任者研修や資金の貸付等
・総合福祉会館の運営
・寄付金の受入れ、配分等

障がい者支援関係

法人運営関係

4,927万 6 千円
・KTS・共同受注窓口の運営等
・成年後見総合相談センターの運営等

1 億148万 1 千円
・会議・研修・人件費等
・社協広報紙発行や会員増強等の事業

市補助金

介護予防関係

9,105万 3 千円
27.4％

1,339万 1 千円
・いきいきカレッジの実施
・介護予防教室
「ともの輪」
の実施

県社協・市受託金

共同募金配分金

1億7,693万円
53.3％

910万 5 千円
2.7％

支出

高齢者支援関係

地域活動関係

5,567万 7 千円
・高齢者あんしん補償事業の実施
・基幹型地域包括支援センターの運営
・ぬくもり号・移送サービス等

8,109万 8 千円
・地区社協活動やサロン等の支援
・生活支援コーディネーターの活動
・福祉団体等への助成

売る・買う・貸す・借りる
リフォーム・・・そんな時に！

神奈川県海老名市河原口１−１−３
小田急線＋JR 相模線「厚木駅」隣

株式会社

海老名住宅センター
TEL 046-233-1950 FAX 046-233-3482
URL https://www.ju-taku.co.jp
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社協賛助会員に加入された皆さま
令和元年度は、1,424,500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12月〜令和２年３月に加入された皆さまをご紹介します。（順不同・敬称略）
ヤマナ薬局

㈱ワイズラック

伸光土建

虹の子保育園

㈱ワック設計

松本哲也税理士事務所

筆記通訳風

㈲中川塗装

㈲よしむら電器

姫ユリ会
山ゆりの会
山田 竜平
ゆりの会

令和元年12月１日〜令和２年３月31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、誠にありがとうございます。 （敬称略順不同）
【お金を寄付してくださった方】
【物品を寄付してくださった方】
梶谷産業株式会社（４回）
海老名シオンの丘教会
美 na ☆舞 ty!
海老名市西部地区民生委員児童委員協議会
上今泉コミュニティセンター
海老名市北部地区民生委員児童委員協議会
ドレーパー記念幼稚園
海老名市中部地区民生委員児童委員協議会
ハンドニットクラブ中島
傾聴ボランティア「かけはし」
株式会社夢グループ
匿名（２名）
書き損じハガキ換金
寄附金仕様自動販売機による寄附（※）
㈱伊藤園
コカ・コーライーストジャパン㈱

40,000円
10,000円
5,000円
3,083円
6,050円
13,584円
20,000円
8,653円
10,000円
2,640円
6,270円
20,000円
52,200円

えびな消費者の会
タオル20枚 ウェットシート３個
匿名
洗剤24箱 タオル50枚 洗濯ばさみ
匿名
タオル50枚

寄付してくださった物品を市内の社会福祉法人に配分しました。法人
内の施設で活用してくださいます。（左）星谷会様 （右）中心会様

2,204円
24,200円

（※）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。

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）

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

日時

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）
場所 市役所西棟社協事務所内

問い合わせ ☎232−1600

問い合わせ ☎200−9833

内容▶障がい相談（障がいを抱える方やご家
族の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

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）
場所 市役所１階

問い合わせ ☎200−7565

文具・オフィス家具・OA 機器
作業用衣料品・各種制服
物流器具・工場器具
製氷機等

エビナ文具
〒 243-0405 海老名市国分北 1-4-18
TEL.046-231-0797 FAX.046-234-4833
ホームページアドレス http://www.ebibun.jp

■海老名駅から徒歩5分
■海老名駅より神奈川中央交通バス
中央1丁目バス停0分
〒243-0432 海老名市中央1-19-33
海老名クリニックガーデン2F

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、イベントなどは変更・中止する場合があります

社協会員加入のお願い
笑顔でつながる共生のまちづくり
社協では、みなさまの協力と参加を得て、国や行政の制度では行き届きに
くい「人と人がつながる地域福祉活動」を進めています。
地域に密着した福祉活動をさらに充実させるための貴重な財源として、多
くの会員加入を必要としています。皆さまのご協力をよろしくお願いします。

海老名市
海老名市社協
イメージキャラクター
イメー
『Ｅくん』です！
！
『Ｅく

社協広報
紙の発行費
用などに
【60円】

一般会員

●ハッピーサロン銀の椅子

●東建サロン運営委員会

雛祭り作品展示

パッチワーク作り

賛助会員

一世帯（年額） 一口（年額）
200円
1,000円

対象

自治会加入世帯
のみなさま

会社・事業所・
団体・個人等

加入
方法

各自治会とりま
とめにより加入

社協窓口又は振込
により加入

昨年度お寄せ頂いた会費総額は、

7,439,421円でした。
みなさまからの会費が地域の
福祉活動を支えております。
●健康ストレッチサークル

●社協広報紙ぬくもり通信
及び地域情報紙を活用

問合

応援します！！ 地域の支え合い活動
地域福祉活動助成団体募集‼
共同募金「年末たすけあい募金」を財源
として、地域で支え合いや交流活動を行っ
ている団体を対象に助成します。
助成を希望する団体は、ご応募ください。

※法人格を有する団体は除く
（ＮＰＯ法人は可）

対象事業 地域福祉活動事業に要する経費の一部
◆活動費：50,000円上限
◆整備費：25,000円上限

共同募金は、こんな活動に活用されています！
！
●高齢者施設や地域の茶話会等で民謡や踊り、童謡などを披露しな
がら慰問活動をしている団体の活動費（右上段写真「田澤会」
）
●みんなで楽しく歌を歌うことで、
心が一つになり、
健康になれる場づく
りを目的とした団体の活動費（右下段写真「健康歌声喫茶さえずり」
）

（火）〜８月31日
（月）
に申請書を社協窓口（市役所西棟
申込手続 令和２年５月12日
１階）にご提出ください。申請書は同期間に窓口にて配布及びＨＰから
取得できます。
問 合 総務企画グループ ☎235−0220

ホームページを
ご覧ください！

ホームヘルパー募集
私たちと一緒に
働きませんか？
内 容 障害者自立支援法におけるホー

ムヘルパー業務
日 時 月曜〜日曜日の内、１回90分程度

午前７時〜午後10時
対 象 週３回程度勤務可能な方で、介

護職員初任者又は介護福祉士資
格所有者
待 遇 時給1,100円〜1,520円、賞与年

２回、交通費規程支給有。
その他、社協規程による。
勤務地 海老名市内の利用者宅

（直行直帰）
申 込 電話連絡の上、履歴書をご持参

ください。後日面接有り。
問 合 総務企画グループ

☎235−0220

最新の
『社協のしごと』
をお伝えする
『社協フェイスブック』運営中！
！

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

利益を追求しな
対象団体 市内に拠点を持ち、
い地域福祉活動の増進を図ること
を目的とした会員10名以上の団体

総務企画グループ ☎235−0220

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

地域の特性を
生かした地区
地域で行わ 社協活動の事
れるサロン 業費や運営費に
活動などに【100円】
【40円】

２００円 からはじめる 地 域 の 支え合 い 活 動
会費

地域還元分
地域
地域還元分
地
地域還
域還元分
域還
元分
約70％
約70％
約70
0％
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