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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。
「社協」とは社会福祉協議会の略称です

会長就任のごあいさつ

７月 日開催されました第２
回理事会におきまして︑会長の
職を拝命しました︒

ようどうぞよろしくお願い申し

にかかる機会があろうかと存じ
ます︒ご支援ご厚誼を賜ります

れる柔軟な姿勢︑細やかな視点
を心掛け︑職員一丸となり海老
名の地域福祉の向上に努めてま
いります︒
今後さまざまな行事等でお目

ではありますが地域福祉の推進
に向けて誠心誠意力を尽くす所
存です︒すぐに手を差しのべら

就任にあたり︑まだまだ続い
ているコロナ禍での福祉のあり
ようを今後どのようにしていく
べきか⁝今一番に考えておりま
す︒
﹁一人ひとり誰もが幸せを感
じられるような地域社会になっ
てほしい﹂と心から願い︑微力
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上げます︒

社会福祉法人
海老名市社会福祉協議会

会長 前田 洋子

〜地域共生社会の実現をめざして〜
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社 協 えび な

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。
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こころとカラダの健康教室「ともの輪」くわしくは３面へ
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令和元年度

事業・決算報告

令和元年度は、多様化する福祉課題を解決するため「みんなでつくろう、あたたかなつながりづくり」を
スローガンに「地域共生社会」の実現に向けて取り組みました。主な取り組み事業は以下のとおりです。

【令和元年度の主な取り組み】
★介護予防・日常生活支援総合事業

★生活支援体制整備事業

健康教室（ともの輪）や担い手養成事業
（いきいきカレッジ）等を実施しました。
多くの住民の皆さんが、自身の健康維持
や地域での役割発揮に向けて事業に参加し
てくださいました。

住民の皆さんが自ら原動力を発揮し、主
体的に地域づくりに関わっていただけるよ
う働きかけを行いました。また、地域課題
解決に向けた見守りや買い物支援等の具体
策を検討・実施しました。

★基幹型地域包括支援センター

★障がい者支援事業

市内６地域包括支援センターの総括・後
方支援の強化に努めました。また、医療・
介護・地域資源総合検索システム（Aya
mu）情報（デイサービスの空きや地域資
源）の更新に取り組みました。

障がい者の地域での活躍と働く環境を整
えるため、共同受注窓口機能の促進に取り
組みました。また、中間的就労等を目的に、
市役所内喫茶スペースの運営を行いました。

いきいきカレッジ

ともの輪

◉収入内訳

単位：円
項目

◉支出内訳

金額

会費収入
寄附金収入
市補助金収入
受託金収入

事業名
811,379

企画広報事業

4,851,546

助成事業・援護事業

3,065,494

地域福祉活動推進事業

46,231,572

生活支援体制整備事業

24,900,000

16,670,172

積立資産取崩収入

6,947,255

その他の収入

6,002,983

前年度繰越金

22,198,850
330,500,405

担い手養成事業

3,684,000

ボランティアセンター活動事業・災害救援活動事業

3,098,852

共同募金推進事業

◉貸借対照表

13,466,262

外出支援事業・福祉人材育成事業

33,535,065

資金貸付相談事業

資産の部合計

119,694,373
119,694,373

55,630,303

純資産の部

64,064,070

負債及び純資
産の部合計

119,694,373

2,643,370
12,598,000

介護予防普及啓発受託事業

9,840,998

地域包括支援センター事業

21,488,046

認知症対策事業
負債の部

1,446,116

福祉サービス利用援助事業

ふれあい基金運営事業

資産の部

102,654,346

9,599,149
5,617,751

合計

金額

法人運営事業

166,625,190

事業収入
障害福祉サービス等事業収入

単位：円

7,576,921
88,450,755

共同募金配分金収入

基幹型地域包括支援センター

263,910

会館等管理運営事業

20,545,817

障がい者支援事業

15,326,850

障害福祉サービス事業等

18,359,981

内部取引相殺

21,081,331

次年度繰越金
合計

13,581,511
330,500,405
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賛助会員に加入された皆さま
７月31日現在、663,000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。４月１日〜７月31日までに加入された皆さまをご紹介します。（順不同・敬称略）
海老名市北部地区民生委員児童委員協議会

海老名市母子寡婦福祉美苗会

海老名市自閉症児・者親の会

海老名市西部地区民生委員児童委員協議会

海老名市手をつなぐ育成会

海老名市ボランティア連絡協議会

海老名市中部地区民生委員児童委員協議会

海老名市誘導ボランティア虹の会

海老名商工会議所

海老名市東部地区民生委員児童委員協議会

海老名市音声訳ボランティア矢ぐるまの会

えびなパソコンサポートボランティア

海老名市南部地区民生委員児童委員協議会

海老名市障害者団体連合会

食生活改善推進団体えびな会

海老名市中央地区民生委員児童委員協議会

海老名市身体障害者伸生会

さつき短歌会

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。
ご支援をお願い申し上げます。

福祉グループ たけのこ
有限会社藤沢米穀店
小賀坂 郁男
今福 秀雄
内藤 始
匿名 １名
海老名市管理職の皆様

これまで同様、地域福祉を支えるための皆さまの
問い合わせ 総務企画グループ ☎235−0220

令和２年４月１日〜令和２年７月31日

社会福祉協議会に寄附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）
【お金を寄附してくださった方】
梶谷産業株式会社（４回）
40,000円
タカラホーム株式会社県央営業所
2,909円
匿名（７件）
276,000円
寄附金仕様自動販売機による寄附（※）
株式会社伊藤園
2,054円
コカ・コーライーストジャパン株式会社 22,901円

【物品を寄附してくださった方】
えびな消費者の会 （４回）
手作りマスク458枚 BOX ティッシュ50箱
榎本 慶子
車いす １台
川西 己代子
手作りマスク150枚
国分寺台自治会
マスク150枚
一般財団法人 明治神宮崇敬会海老名支部
洗剤セット24箱
匿名
手作り夏用マスク28枚

寄附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）星谷会あまいろ様（右）星谷会第一デイサービスセンター様

（※）寄附金付自動販売機とは、売上の一部が寄附金に還元さ
れるしくみの自動販売機です。現在社協では、寄附金仕様自
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。
〈詳細は８面をご覧下さい〉

こころとカラダの健康教室「ともの輪」
こころとカラダの健康教室「ともの輪」は、安全対策を
講じた上で、７月よりコミセン・福祉会館など一部の会場
で体操を再開しています。
安全対策のため短い時間での体操となっていますが、身
体を動かすだけでなく、少しでも参加者の皆さんが顔を合
わせ、心も動かす機会になればと実施しています。
参加するには当日の電話予約や検温・マスク着用等が必
要です。
参加方法や会場・日程など、詳しくは社協ホームページ
で確認、又はお電話でお問い合わせください。
家でも実施できる「ともの輪体操表」や、
「動画版ともの輪」をホームページにて公
開中です！是非ご覧ください！

ホームページはこちら

実施会場一覧

※令和２年７月時点

午前

午後

第１・３（月）

大谷コミセン

―

第１・３（火）

下今泉コミセン

―

第１・３（木）

本郷コミセン

―

第１・３（金）

―

総合福祉会館

第２・４（月）

柏ヶ谷コミセン

第２・４（火） 勝瀬文化センター

―
総合福祉会館

第２・４（水）

―

上今泉コミセン

第２・４（木）

―

総合福祉会館

中新田コミセン
第２・４（金）
国分寺台文化センター

問い合わせ 地域支援グループ ☎235‑0220

―
―
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保存版

日常生活の
「困った」

どこに相談したら
良いかわからない‥‥
迷ったら、いつでも気軽に
相談して下さい！
代

表

☎235−0220
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障がい相談窓口「Ｋ.Ｔ.Ｓ.
Ｓ（かかわり・つながり・ささえあい）」☎200
☎200−7565
7565
障がいのある方やそのご家族から、日常生活や就労など様々な問題について相談に応じます。障が
いのある方同士のピア相談も行っています。
受付：平日 午前９時〜午後５時15分 第１. ３土曜日 午前８時30分〜12時（土曜日は予約制）
場所：市役所１階 ともしびショップぱれっと隣

は社協へご相談ください！
」
！
資金の貸付
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☎235−0220

低所得者世帯等を対象とした貸付制度で、世帯の自立を目的とした緊急小口資金や教育支
援資金など各種資金の貸付の相談を行っています。

☎235−0220

判断能力の不十分な高齢者や障がいのある方と契約を結び、福祉サービスの利用手続き、
預貯金の出し入れ、公共料金・家賃・医療費等の支払い手続きを行います。また、大切な財
産や関係書類などをお預かりし、銀行の貸金庫で保管いたします。

えびな成年後見・総合相談センター

☎200−9833

成年後見制度の相談等を行います。司法書士、社会福祉士、行政書士、弁護士の専門職及
びセンター職員が相談に応じています。（専門職は予約制）

海老名市基幹型地域包括支援センター ☎233−0111
介護サービス利用時の受付窓口の紹介
や認知症サポーター養成講座、市民向け
講演会などを企画開催しています。
また海老名市医療・介護・生活資源総
合検索システムという情報サイトの管理
運営もおこなっており、一般サイトや海
老名市社協のホームページよりアクセス
が可能です。主に市内の介護施設、介護
事業所（ケアマネ）
、病院、サロン、市
の福祉サービスなどを紹介しています。
海老名市医療・介護・生活資源総合検索システム
QR コードからの
アクセスも
可能です！

検索

ご相談は海老名市役所西棟 社協事務所内まで

海老名あんしんセンター
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海老 名市 障 がい者共同受注 窓口
私たちは、障がいのある人が多くの方との つながり をつく
り、また自立した生活を送ることができるように、企業と障がい
のある方が働く事業所のコーディネートをしています。

受発注システム
発注相談

企業

発注情報

事業所

受注窓口
事業所紹介

事例紹介 !!

（10事業所）

受注相談

任されることが、自信につながる！〜文化会館シートカバー制作〜

7月頃、海老名市文化会館でコロナ感染症対策として使用する、ホール用座席カバー650枚の制作依頼
を受注窓口が受けました。

発注者（海老名市文化会館）
文化会館は地域の人々と積極的に関わっていきた
いと考えています。受注窓口を知った時、事業所の
中に裁縫ができる人がいると聞いたので、できるか
もしれないと思い相談しました。

▲カバーの上から「ソーシャルディスタンス」
「関係者席」
などが書いた紙を張り付けると様々な用途で使用可能。

受注者（多機能型事業所アシスト）
● はじめは、650枚と聞き想像がつきませんでした

が、納品できた時は達成感がありました。
● 得意の裁縫がお仕事として入り、制作期間は事業

▲作業中は声をかけても、気づかないほど集中して作業に
取り組み、裁縫は10分に1枚のペースで仕上げました。

所に通う回数を増やしました！

問い合わせ：共同受注窓口 ☎259−8173
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演奏予定曲目

昭和 年︶
︵藤山一郎／

11

青い山脈

昭和
︵藤山一郎／

ィ
東京ラプソデ年︶

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
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他

2021年２月25日
（木） 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)
8月20日（木）10：00〜 チケット発売再開
◆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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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・高齢者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。
開催日

時 間

９月18日（金） 午後２時〜４時
11月16日
（月） 午前10時〜正午

対 象

場 所
総合福祉会館

市内在住の65歳以上の方

持 物

介護保険証、印鑑、
（シャチハタ可）

申 込

開催日の２日前までにご連絡ください。

問い合わせ

特産物交換の一例

ボランティアセンター ☎232−1600

〈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。

社協パンフレット最新版発行！
！

お気軽にご相談ください。

社協のパンフレット
「社協のしごと」を改
訂しました。このパン
フレットでは、社協の
目指すものや、様々な
取組み内容についてわ
かりやすく掲載してお
ります。ご希望の方に
配布しておりますので、
是非ご覧ください。
社協パンフレット設置場所
● 海老名市役所西棟１階

そうだ ボランティアをしよう！

社協事務室

内 容
■ どんなボランティア活動があるの？
■ 趣味を生かしたボランティア活動をしたい。
■ 時間が空いたからボランティアをしてみたい
■ ○○○で困っていて、ボランティアを頼みたい。

● 総合福祉会館

日 時

平日８時30分〜午後５時15分

● 障がい相談窓口「Ｋ.Ｔ.Ｓ.」

場 所

総合福祉会館内

※社協ホームページからでもダウンロードできます。

問い合わせ

ボランティアセンター ☎232−1600

■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

今年も10月１日より

海老名市社協は、神奈川県共同募金会の海老名市
の支会として共同募金運動を展開しています。

問い合わせ

☎235‑0220

赤い羽根共同募金 が始まります。
新型コロナが長期化し、各地で豪雨災害が発生している今だからこそ！共同募金は必要です！
経済的な困難や災害により、衣食住が十分に確保できない人、居場所を失い孤立を深めている人、話す相手もなく生活のハリをなくしている人…。
そんな困っている人のためにも…、そして、そういった人達を支えるために活動している人や団体のためにも…

共同募金を応援
しているニャー！

共同募金の詳しい
使い道は、「はねっと」
を見てね！
https://hanett.akaihane.or.jp

地域のつながりや支え合い活動を応援しています！
海老名市では、共同募金総額の約24％
がサロン活動や地区社協活動等の地域福
祉の推進のために使われています。
また、地域福祉活動をしているボラン
ティア団体や当事者団体の活動費や整備費としても活用され
ております。
〇令和元年度地域福祉活動団体助成 21団体
海老名市社協イメージキャラクター『E くん』

海老名市イメージキャラクター『えび〜にゃ』

コロナ禍で支援が必要な人
や団体を応援しています！
全国の中央共同募金会は現在、
「支える
人を支えよう！赤い羽根新型コロナ感染下
の福祉活動応援全国キャンペーン」を展開
しています。詳しくは、同会ホームページ
をご覧ください。
https://www.akaihane.or.jp

令和元年度募金実績
15,926,989円
（神奈川県募金総額 362,032,742円）

みなさまからの温かい
ご支援に心から感謝‼

県内の福祉施設･団体を応援しています！
赤い羽根募金は、主に広域配分として県
内の高齢者や障がい者等の施設や在宅サー
ビスを実施している団体の活動費や整備費
として活用されていま
す。昨年は県内の208
施設・団体に配分され
ました。

災害により被災された方や災害ボランティア活動を応援しています！

自動販売機で地域貢献しませんか？
〜

設置協力者募集！

〜

社協では、自動販売機の売上の一部が『高齢者等のサロン活動など地域福祉活動を推
進するための資金』となる寄附金付の自動販売機の設置を進めています。
新規で設置する以外にも、すでに設置されている自動販売機を入れ替えるなど、いず
れの方法でも設置することができます。

このシールが
目印‼

自動販売機の設置をいただける方は販売手数料が一定の割合で受け取れます。ぜひご
検討ください！

問い合わせ 総務企画グループ ☎235−0220
ホームページを
ご覧ください！

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

赤い羽根募金の一部は、災害発生時のための災害準備金として蓄えられています。
また、災害発生時には被災地を支援するための災害義援金や災害ボランティアサポート
募金等、様々な形で被災地を支援しています。
〇台風19号災害義援金実績 346,020円
〇令和２年７月豪雨災害義援金・ボランティアサポート募金は、現在市内公共施設に募
金箱を設置しています。
みなさまのご協力をお願いいたします。

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

「支える人・支えられる人への募金＝共同募金」に
今年もみなさまのご協力をお願いいたします。

えび〜にゃも毎年、

社 協 えび な 第164号

（8）

