
ホームページを
� ご覧ください!!「社協の仕事」を日々お伝えする社協職員ブログ運営中！

基幹型地域包括支援センターで把握している地
域情報を１か所に集約した検索システムです。
●�自宅の近くにある介護施設や、地域のサロン
など、いろいろな検索方法で見つけることが
できます

●�医療情報も順次追加していきます！
問い合わせ　基幹型地域包括支援センター

☎２３３－０１１１

社協のホームページからもアクセスできます。
https://chiiki-kaigo.casio.jp/ebina

海老名市医療・介護・生活資源
総合検索システム（通称：Ayamuアヤム）

楽しめそうな
サロンをさがそっと！

問い合わせ　地域支援グループ　☎２３5－０２２０

実 施 会 場

●下今泉コミュニティセンター� ●本郷コミュニティセンター
●社家自治会館� ●らいふ海老名（河原口）
●勝瀬文化センター� ●国分中央自治会館
●中野自治会館� ●総合福祉会館
●中新田コミュニティセンター� ●コミュニティケアおおや
●柏ヶ谷コミュニティセンター� ●上今泉コミュニティセンター
●杉久保コミュニティセンター

友と… 共に…

前期／１５日間
後期／１3日間

　健康づくり、仲間づくり、地域を知るための
フィールドワークなどを通して、これから初めて地
域でボランティア活動するなど、地域で活躍してい
ただくための人材を育成する講座です。

よこはま地域福祉研究センター 
� 佐塚玲子 所長からの開講メッセージ

日程　８月１７日（金）〜３月２６日（火）の間で２８日間�
※日程詳細は８面をご覧ください。

場所　総合福祉会館など
対象　地域活動へ参加意欲のある市内在住の６5歳

以上で、全日程受講できる方
定員　３６名
費用　３，０００円（資料代）別途実費負担あり
申込　７月２日（月）から、社協（市役所西棟）で

応募要領を配付します。応募要領をお読み
の上、２７日（金）までにハガキまたはメール
でお申し込みください。�
※応募者多数の場合は抽選

日時　８月７日（火）午前１０時半〜正午
場所　総合福祉会館　第１、第２娯楽室
対象　市内在住の小学生とその保護者�

（小学５年生以上は児童のみの参加も可）
定員　３０組
費用　無料
申込　７月２日（月）〜７月１７日（火）�

（応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。）
問い合わせ�
基幹型地域包括支援センター　☎２３３－０１１１

　夏休みに親子で認知症について学び、
地域の認知症のかたとその家族を応援
してみませんか？
　サポーターの目印として、オレンジリ
ングを差し上げます!!
　皆様のご参加をお待ちしております!!

　認知症・介護予防のための脳トレや
健康体操のほか、懇談タイムでおしゃ
べりも楽しみます。
　住み慣れた地域で、健康づくり、友
だちづくりを始めませんか？

各会場の日時・詳しい内容については
お問い合わせください。

親子で学ぼう！ こころとカラダの健康教室
「ともの輪」 好評開催中

８月１７日（金）・２４日（金）・２８日（火）
９月４日（火）・１１日（火）・１９日（水）・２5日（火）
１０月２日（火）・９日（火）・２３日（火）・３０日（火）
１１月６日（火）・１３日（火）・２１日（水）・２７日（火）

●座学　１２月４日（火）・１月２９日（火）・３月１２日（火）・�
３月２６日（火）�
時間 午前１０時３０分〜正午（３月２６日のみ１０時〜正午）

●実習　１２月〜３月の間に８日間　★半日程度
　　　　※�日程は実施団体との調整により、１０月上旬にお知らせします。
●卒業旅行　３月（予定）

時間 午前１０時〜午後２時４5分
　　　※8月１７日のみ正午まで

いきいきカレッジ

いきいきカレッジ

開講

日程

オリエンテーション
７月２０日（金）
午後３時〜４時半

ボランティア体験
７月２３日（月）〜
８月２２日（水）

体験報告会
８月２３日（木）
午後３時〜４時半

※�詳細は７面をご覧ください。

ユースボランティア活動
体験

夏休み!
夏休みにいろんなボランティアを体験しよう ！

2018 in ebina

New !!

認知症サポーター養成講座

　普段接する機会の少ない介助犬について、ふれあい
ながら、体験し学びませんか。
時間　①午前１１時〜 ②午後１時〜　場所　総合福祉会館
定員　①、②各３０名　　　　　　　 参加費　無料
申込　７月２日（月）から電話にて受付（先着順）　ボランティアセンター　☎２３２－１６００

今年で３回目となる海老名３館フェスを開催します。
スタンプラリーで、いろいろなイベントに参加してください。

館内のいろいろなブースでボランティアや各種イベントを体験しよう。

●福祉体験コーナー（1・2階）
　手話・点字・音声訳・筆記通訳・誘導など
●ボランティア入門講座の案内（１階）
　�福祉体験コーナー各ブースで入門講座の受講募集を�
します。奮って申し込みください。

●イベントブース（１階）
　ストローモビール・フォトフレーム・押し花ノア・
　らくらくピアノ・椅子ヨガなど

日時　８月４日（土）　午前９時３０分〜午後９時
場所　総合福祉会館　文化会館　中央図書館

日時　８月４日（土）　午前１０時〜午後３時
場所　総合福祉会館

SUN CAN FESTIVAL

介助犬ふれあい体験講座参加者募集

えびなボランティアフェスタ20１8

『あなたのチカラで地域を元気に』
地域社会の現状と課題
遺言と相続　介護保険のしくみ
成年後見制度　世代間交流
生活支援体制整備とは

楽しいボランティア活動
笑いヨガ
調理実習　そば打ち体験
ワークショップ

講座の一部を少しご紹介！

　今日の少子高齢社会では、身近な人とつながり、支え合
うことが強く求められています。
　ご自身の介護予防はもとより、「地域で自分に何ができる
か。」というテーマを、通う仲間と共に考え、行動に移して
いきませんか。

（8）

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。

「社協」とは社会福祉協議会の略称です　※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。
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住　所　海老名市中央２−４−１
問い合わせ　☎２３１−２１２１
取り組み
●サービス介助士７名配置
●車いす貸出（無料）
●高齢者外出支援「ぬくもり号」「さくら
号」乗降場所

●さつき町出張販売
　営業時間午前１１時〜午後５時
　定休日（月）（土）
●えびな南高齢者施設出張販売　毎週（月）
●店長サンタ　神奈川県立えびな支援学校
　クリスマス会訪問＆プレゼント

住　所　海老名市東柏ヶ谷３−３−１５
問い合わせ　☎２３２−１２６０
取り組み
●お買い物サポート：お体が不自由な方な
ど、お買い物のお手伝いをいたしますの
で、お近くの従業員までお気軽にお声掛
けください。

住　所　海老名市中央１−６−１
問い合わせ　☎２３２−０１０１
取り組み
●サービス介助士１１名配置
●車いす・ベビーカー貸出（無料）
●車いす対応トイレ１F・３F〜６F
　（１F・６Fオストメイト対応）
●筆談ボード対応可
●２０１8年６月より視覚障がいのお客様向け
に識別マークを印字したクレジットカー
ドの発行をスタート

相鉄ローゼン（株） そうてつローゼン さがみ野店

（株）丸井　マルイファミリー海老名

住　所　海老名市中央１−４−１
問い合わせ　☎２３６−３７０９
取り組み
●ベビーカー貸出（無料）
●通行路はバリアフリーを整備
●ビナフロントが「神奈川県バリアフ
リー街づくり賞」を受賞（平成２8年）

小田急電鉄（株）　ビナウォーク

住　所　海老名市大谷北４−１−１７
問い合わせ　☎２３５−６４３２
取り組み
●車いす貸出（無料）
●お買い物サポート：お体が不自由な方な
ど、お買い物のお手伝いをいたしますの
で、お近くの従業員までお気軽にお声掛
けください。

●宅配サービス：購入した商品について既
定の箱での配送サービス（有料３２４円）い
たします

生活協同組合　ユーコープ　大谷店

住　所　海老名市中新田３−８−９
問い合わせ　☎２３２−１１１２
取り組み
●宅配サービス（無料配達）※７０歳以上の方、妊
婦の方（要・各種証明書のご提示）

●お買い物サポート：お体が不自由な方など、
お買い物のお手伝いをいたしますので、お近
くの従業員までお気軽にお声掛けください。

●買い物送迎バスの運行（他店で運行中）
　※将来的に海老名店でも運行予定

（株）仲屋商事　スーパーなかや海老名店

住　所　海老名市上今泉３−１−６
問い合わせ　☎２３３−７２６３
取り組み
●車いす貸出（無料）
●多目的トイレ（オムツ替えベッド・オストメイト）
●ＡＥＤ設置
●宅配サービス：購入した商品について既定
の箱での配送サービス（３２４円）いたします。

●高齢者外出支援「ぬくもり号」乗降場所

生活協同組合　ユーコープ　上今泉店
「宅配をしている」「お買い物 のお手伝い（サポート）をする
お店」など、高齢者や障がい 者等への福祉サービスに取り
組まれている店舗・商店や事 業所などがありましたら、広
報掲載いたしますのでご連 絡ください。
�【問い合わせ】地域支援グ ループ　☎23５−0220

　日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持ちながら生活できるよう、社協の生活
支援コーディネーターは、地域全体で高齢者を支える仕組みづくりをお手伝いしています。この取り組みの一
つとして、現在、地域の皆さま・市内企業・行政と一体となって、地域の課題解決に向けて検討・情報共有のた
めの会議（協議体）を開催しています。
　今回は、「買い物」課題について、第１層（市域）協議体に関わっていただいており、高齢者や身体の不自由
な方への取り組みをしている「地域に優しいお店」をご紹介します。ぜひご利用ください。なお、サービスの詳
細につきましては、各店舗へ直接お問い合わせください。

イオンリテール（株） イオン海老名店

私たち「地域に優しい�お店」です

住　所　海老名市中央３−２−５
問い合わせ　☎２３３−７５００
取り組み
●ダイエーネットスーパー
　１回４，０００円以上お買い上げで配
送無料（会員登録制）

●クイック宅配サービス（承りは
サービスカウンター）
　１日３便配達（有料３２４円）
　※�６５歳以上の方、身体障がい者、

妊婦の方は無料（要・各種証明
書のご提示）

●「大人おむつ１ケース以上」無料宅配　（承りは薬局カウンター）

（株）ダイエー　ダイエー海老名店

サービス介助士とは…
　高齢者や障がいのある人に接する際の「おもてな し」と「介助技術」を学び、買い物をお手伝いする者

住　所　海老名市東柏ヶ谷５−１４−６
問い合わせ　☎２３５−７１５５
取り組み
●車いす・ベビーカー貸出（無料）
●サービス介助士５名配置
●お買い物サポート：お体が不自由な
方など、お買い物のお手伝いをいた
しますので、お近くの従業員までお
気軽にお声掛けください。

（株）マルエツ　さがみ野店

（2） （3）



【チケットのお申し込み・お問い合わせ】    海老名市文化会館 ☎０４６−２３２−３２３１（１０：００〜１７：３０）

【主催】海老名市文化会館　　【後援】海老名市

アルゼンチンタンゴ界最後の巨匠、フアン・ホセ・モサリーニが将来を嘱望したトリオによる、「芸術タンゴ」タンゴ・ヌーヴォーの世界。

２０１８年１０月２７日（土）
▶会場　海老名市文化会館　小ホール
　　　 　   開場　１３：３０　開演　１４：００

▶チケット　全席指定
　一般￥２，０００（税込）　６５歳以上・学生（２５歳以下）￥１，５００（税込）
　＊未就学児入場不可    ＊車いす席２席（要事前申込）

HAYAKAWA TERUGGI TRIOハヤカワ・テルージ・トリオ

パリの聴衆を魅了した、新世代タンゴユニットが日本に再上陸！

演奏予定曲 ○ラ・クンパルシータ　○リベルタンゴ　○ディビーナ　○クエントス・グラーベス　ほか

小ホールの音楽会・秋 園庭開放：毎週火曜日（10：00～11：30）
パピールーム育児相談：毎月第２火曜日（10：00～11：00）予約制

有馬

扇町

社家
今里3-22-6

海老名市杉久保南5-9-8
TEL:046-238-3937
海老名市扇町5-2
TEL:046-206-4591

平成29年度
事業・決算報告

　平成２９年度は、「みんなでつくろう　あたたかな　つながりづくり」
をスローガンに掲げ、地域にお住まいの方々や、市内で活動されてい
る企業とともに地域づくりを進めました。
　また、地区社協が新たに２ヶ所設置されました。地区社協の数は１5
ヶ所に増え、住民主体の地域福祉の推進がより一層進められました。
　主な事業は以下のとおりです。

　地域全体で高齢者の生活を支える仕組みづくりのため、生活支援コーディネーターとして、「買物」「居場所」「移動（交通）」
に着目し、活動しました。地域、企業、行政が一体となって協議体（ネットワーク会議）を開催し、情報共有をはかりながら、
課題解決（常設サロン・「さくら号」運行・出張販売所）に取り組みました。

　地域内で継続した福祉活動ができるよう、関係団体と連携し、地域内の活動内容や課題の共有を行い、２ヶ所の地区社協の設
立を支援しました。既存の地区社協についても、地域福祉活動促進に向けた取り組みを支援しました。
　［設立された地区社協］
　　●東柏ヶ谷五丁目地区社会福祉協議会つながり（平成２９年１２月３日設立）
　　●河原口地区社会福祉協議会　　　　　　　　 （平成３０年３月２２日設立）

　高齢者や障がい者の外出機会を増やし、買物支援、健康増進につなげる「ぬくもり号」に加え、高齢者の介護予防、余暇支援
につなげる東柏ヶ谷地区から海老名駅周辺の公共施設を結ぶ「さくら号」を新たに運行しました。
　また、高齢化率の高い地域において、空き店舗を活用した常設の出張販売所を開設しました。

生活支援体制整備事業

地区社協への支援

外出支援の推進

◉収入内訳� 単位：円
項目 金額

会費収入 ７，５３１，５５０
寄付金収入 ２，３６５，３１９
経常経費補助金収入 １０１，３8７，０００
受託金収入 １２７，７88，8０７
共同募金配分金収入 ９，３５５，９００
事業収入 ７，５７２，６６０
介護保険事業収入 ３３，０５２，７２２
障害福祉サービス等事業収入 １５，４３５，６０９
積立資産取崩収入 ０
その他の収入 １，３３３，７３９
前年度繰越金 ３０，３０６，４５６

合計 ３３６，１２９，７６２

◉支出内訳� 単位：円
事業名 金額

一
般
事
業

法人運営事業 ６8，７１１，９９１
企画広報事業 ４，４９７，５０４
助成事業・援護事業 ３，１３４，５７６
地域福祉活動推進事業 ４４，8２３，９９４
生活支援体制整備事業 ２４，２５６，０００
ボランティアセンター活動事業・災害救援活動事業 ５，６３１，２３７
共同募金推進事業 １，５０３，8０９
福祉サービス利用援助事業 １３，２６１，１４４
外出支援事業・福祉人材育成事業・介護認定調査受託事業 ３３，６１９，６３０
資金貸付相談事業 ２，７７１，６２７
ふれあい基金運営事業 ２，１６６，１０９
介護予防普及啓発事業 １７，５０９，１７４
地域包括支援センター事業 ２６，8２６，8７０
会館等管理運営事業 ２６，５０５，９７４

介
護
保
険

事
業

居宅介護支援事業 ３，２１５，６１９
訪問介護事業 ３，０９９，０8４
通所介護事業 ２３，４９７，３０７
障害福祉サービス事業 １７，０５３，７６５
内部取引相殺 △１１，９8５，8７２
次年度繰越金 ２６，０３０，２２０

合計 ３３６，１２９，７６２

◉貸借対照表

資産の部 １３６，１8５，４３４
負債の部 ４３，９２９，７１９
純資産の部 ９２，２５５，７１５

資産の部合計 １３６，１8５，４３４ 負債及び純資
産の部合計 １３６，１8５，４３４

地域づくりセミナー 「さくら号」常設サロンでのイベント（つるし雛） 出張販売所

お気軽にご相談ください
相談は無料です。

　ボランティアをしてみたい、ボラン
ティアをしてほしい、どんなボラン
ティアがあるか知りたいなど、ボラン
ティア相談員がご相談に応じます。

問い合わせ：☎232−1600

日時：平日
　　　午前８時30分〜午後５時15分
場所：総合福祉会館

ボランティア相談

問い合わせ：☎200−9833

　成年後見の相談内容に応じて適切な
サービスや関係機関の紹介、制度につ
いてご相談に応じます。
日時：平日
　　　午前９時〜午後５時
日時：第１・３土曜日
　　　午前９時〜正午（事前予約制）
場所：市役所内社協事務所

成年後見総合相談

問い合わせ：☎200−7565

　障がいを抱える方やその家族から、
日常生活や就労など様々な問題につい
てご相談に応じます。
日時：平日
　　　午前８時30分〜午後５時15分
日時：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　Ｋ．Ｔ．Ｓ．

障 が い 相 談

賛助会員に加入された皆さま

えびな成年後見・総合相談センター

そんな時はぜひご相談ください！
まずはお電話ください！ ☎２００－９８３３

月曜日〜金曜日
午前９時〜午後５時まで（祝日・年末年始を除きます）
海老名市勝瀬１７５−１（海老名市社会福祉協議会事務所）

日　時　第３水・木曜日
　　　　午後１時〜４時（ピアカウンセリング）
障がい相談窓口「K.�T.�S.�」　☎２００−７５６５

５月３1日現在、51,０００円 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。５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）

親が認知症になってしまった。
成年後見制度について知りたい。

ひとり暮らしなので、将来認知
症になってしまったら、お金の
管理をどうしよう？�

・（有）ガレージカーポイント
・ナチュラルサポート海老名
・詩吟駒草会
・さつき短歌会
・矢ぐるまの会
・神奈川銀鈴会
・海老名市誘導ボランティア虹の会
・海老名市手をつなぐ育成会
・海老名市身体障害者伸生会

・美苗会
・海老名市点訳グループみのりの会
・福祉グループたけのこ
・食生活改善推進団体えびな会
・小賀坂　郁男
・關　孝明
・今福　秀雄
・服部　澄一郎
・匿名

　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

平成３０年４月１日〜５月３１日

●お金を寄附してくださった方
梶谷産業株式会社（２回）�� �２０，０００円
東柏ヶ谷さくら会�� �１，５４６円
戸大建設工業株式会社�� �２５，０００円
失語症友の会�� �２，8１９円
海老名市中央地区民生委員児童委員協議会�� �２，６０8円
国際ソロプチミスト海老名�� �５０，０００円
海老名市ふるさとの会�� �３２，２６５円
ぬくもり号利用者�� �２０９，５７２円
寄附金仕様自動販売機
　コカコーラボトラーズジャパン㈱�� �１６，０２３円
　㈱伊藤園�� �３９６円
匿名（２件）�� �２０，０００円
●物品を寄附してくださった方
明治神宮崇敬会海老名支部�� �洗剤２０セット
県中央地域労働者福祉協議会�� �タオル４４７枚

（※）寄附金仕様自動販売機とは、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。

星谷学園��星谷まつり
ボランティア募集！！夏休み

日　時：９月８日（土）
　　　　午前１０時〜午後５時
場　所：杉久保南３−３１−８
　　　　障害者支援施設 星谷学園
対象者：１8歳以上の方
人　員：２０名
内　容：�模擬店手伝い・園内清

掃・駐車場案内・学園利
用者付き添い、まつり終
了後片づけ　など

その他：�昼食（軽食）用意します。
交通費支給ありません。

問い合わせ：星谷まつり実行委員会
担当　丹・後藤
☎２３8−8００４　ＦＡＸ�２３8−１７０６

無料の専門職相談も行っています！

『ピアカウンセリング』ぜひご利用ください。

専門職による相談日時

●司法書士　第１火曜日　午後２時〜４時
●社会福祉士　第２火曜日　午前１０時〜正午
●行政書士　第３水曜日　午後２時〜４時
●弁 護 士　第４月曜日　午後２時〜４時

予約制　※１件４５分程度

「ピアカウンセリング」とは??
ピア（PEER)は仲間という意味です。
ピアカウンセリングとは、障がいを持
つ人同士が率直に話し合い、お互いが
カウンセラーとなって悩みごとの相談
にのります。

かかわりつながりささえあい

障がい相談窓口 「K. T. S．」

（4） （5）



問い合わせ・申込 ☎ ２３２−１６００　FAX ２３２−９５６１

問い合わせ・申込 ☎ ２３２−１６００　FAX ２３２−９５６１

介護の仕事！
仕事説明会＆体験会を開催します。

勤務地介護職員（パート）

��正規職員（介護職員・看護職員�他）

日時　平成３０年７月２９日（日）１０：００〜１１：３０
場所　えびな北高齢者施設
日時　平成３０年９月１２日（水）１３：００〜１4：３０
場所　えびな南高齢者施設

１

２

【待遇】通勤手当、昇給年１回、有給休暇、健康診断、社保加入（条件による）、車通勤可

時給１，０１２円〜
時間／８：００〜１９：００のうち２．５〜８時間
※週２日〜勤務可

①日勤

①７月２２日（日）�１０：００〜②８月１９日（日）　

時給１，８２０円〜（１勤務あたり１4，５６０円〜）
時間／２１：３０〜翌８：００のうち８時間
（休憩あり）※週１日〜勤務可

②夜勤

研修制度充実
しています！

資格不問
土日祝日は時給
２５％アップ！

中心荘第一・第二老人ホーム
（海老名市上今泉4-7-1）

えびな南 高齢者施設
（海老名市杉久保南3-３１-6）

えびな北 高齢者施設
（海老名市上今泉4-8-２８）

聞いてみよう！

体験してみよう
！

＊各日定員１５名まで。事前にお申し込みください。

同時募集

見学説明会開催 詳しくは
お問合せください。

応募／電話・ＨＰ求人フォーム
をご利用ください。社会福祉法人�中心会 ☎046-206-4427 （総務部）受付時間

９：３０〜１８：００

第１、３、５　土曜　神経内科

ボランティア入門講座

点字を学んで、目の不自由な方のお役
に立ってみませんか。

目の不自由な方に本や広報等様々な情報
を読んで伝える声のボランティアです。

目の不自由な方や体の不自由な方の通院や買
物などの外出を支援をするボランティアです。

日時　９月１３日（木）〜１０月１１日（木）
　　　午前１０時〜正午
　　　毎週木曜日　全５回
場所　総合福祉会館
費用　無料
定員　２０名（先着順）
締切　８月３１日（金）
主催　海老名市点訳グループ みのりの会

日時　９月１２日（水）〜１０月１７日（水）
　　　午前１０時〜正午
　　　毎週水曜日　全６回
場所　総合福祉会館
費用　６４８円（テキスト代）
定員　２０名（先着順）
締切　８月１７日（金）
主催　海老名市音声訳ボランティア 矢ぐるまの会

日時　１０月１５日（月）〜１１月１９日（月）
　　　午前１０時〜正午
　　　毎週月曜日　全６回
場所　総合福祉会館
費用　無料
定員　２０名（先着順）
締切　１０月５日（金）
主催　海老名市誘導ボランティア虹の会

講座終了後、応用講座があります。

講座終了後、養成講座があります。

点字入門講座

音声訳入門講座

誘導法入門講座

ボランティア活動を始めたいがどんなことを
しようかと悩んでいたら、まずは入門講座を
受講してはいかがですか（７月２日受付開始）

えびな　　　�お裾
すそ

分
わ

けクラブ元気
「介護ボランティアポイント制度」で介護予防

開催日 時　間 場　所
８月２8日（火） 午後２時〜４時 総合福祉会館１０月１７日（水） 午後２時〜４時

　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、ご興味のある方はご参加ください。
対　象　市内在住の６５歳以上の方
申　込　開催日の２日前までに、電話にて申込み

現在１６２名のクラブ員が活動中！

〈特産品例〉海老名市・白石市・登別
市の特産品をご用意しております。

今年もやります！！
福島と海老名の子ども交流キャンプ開催
ボランティア募集（短時間でもOK！）

　東日本大震災から７年。放射線量の少ない場所で目一杯遊んでもらおうと、福島県南相馬
の子どもを招き、海老名の子どもたちと交流します。
　３泊４日のキャンプを通じ、互いに思いやる心・助けあう心を育んでほしいと６回目の開
催になります。

開 催 日：�７月２8日（土）〜
３１日（火）

開催場所：�門沢橋小学校、
愛川ふれあいの村

内　　容：�子どもたちの見守
りや食事準備等

協賛・協力者も随時募集しています。詳細は下記まで。
問い合わせ　☎０９０−１8０１−６４０７（加藤）　http://fukushimaebinakids.wixsite.com/fukushima-ebina

20１8夏

有償ボランティアドライバー募集！！
　高齢の方、障がいのある方で、バスや電車などの公共交通機関で
の外出が困難な方を、自家用車で外出の支援をする有償ボランティ
アドライバーを募集します。支え合いの活動をしてみませんか？

《福祉有償運送の運転者の活動要件》
　・普通免許取得後１０年以上運転している方で７５歳以下の方
　・自家用自動車をお持ちの方（軽自動車でも可）
　・�国土交通省認定の福祉有償運送運転者講習（２日間）修了者

福祉有償運送運転者講習
７月２１、２２日（土、日）
総合福祉会館で開催

送迎に向かう
様子

担当者とドラ
イバーさん

〜参加概要〜
〈参加対象〉　
海老名市在住または在学の中学生、高校生、
専門学生、短大生、大学生　※オリエン
テーション・体験報告会に参加できる方

〈定　　員〉１２０名
〈費　　用〉　無料
〈申 込 み〉　総合福祉会館または社協ホーム
ページより「参加申込書」を入手し記入のう
えファックスまたは直接ボランティアセンタ
ーまでご持参ください（７月２日受付開始）。

〈締め切り〉７月１３日（金）
【協力団体】　◇一般財団法人春秋会　◇社会福祉法人
妙常会　◇社会福祉法人プレマ会　◇社会福祉法人星
谷会　◇社会福祉法人ケアネット　◇社会福祉法人中
心会　◇NPO法人WE２１ジャパン海老名　◇NPO
法人エンゼルあきちゃん　◇大塚まつり保存会　◇下
今泉地区社協わかば　◇カワラノギクを守る会　◇学
童保育Anchor　◇社会福祉法人成和会　◇社会福祉
法人あゆみ会　◇SUN�CAN�FESTIVAL

保育コース 福祉コース

地域交流コース

学童コース

環境国際交流コース

自然環境コース

〜保育ボラ体験〜 〜高齢者施設・障がい者施設ボラ体験〜

〜地域イベントボラ体験を通じての
� 住民との交流〜

〜学童保育ボラ体験〜

〜リサイクルショップでのボラ体験〜

〜自生地環境保全ボラ体験〜

平成30年度ユースボランティア活動体験プログラム

ふたば愛子園／さがみ愛子園
《日時》７月２５日（水）〜７月２７日（金）
　　　 ８月２０日（月）〜８月２２日（水）
　　　 午前９時〜午後４時
《場所》国分北／河原口

たちばな保育園
《日時》７月２３日（月）〜８月１０日（金）
　　　 午前９時〜午後３時半
《場所》浜田町

えびなの風保育園
《日時》８月１日（水）〜８月３日（金）
　　　 ８月６日（月）〜８月８日（水）
　　　 午前９時半〜午後４時
《場所》扇町

かしわ台あおぞら保育園
《日時》８月８日（水）〜８月１０日（金）
　　　 午前９時〜午後４時
《場所》柏ヶ谷

学童保育Anchor
《日時》７月２４日（火）〜８月２０日（月）
　　　 午前１１時〜午後５時（日曜除く）
《場所》国分寺台

WEショップえびな店
《日時》７月２３日（月）〜８月２２日（水）
　　　 （８／１１〜１６日は除く）
　　　 午前１０時半〜午後５時半
《場所》中央

星谷学園（障がい者入所施設）
《日時》７月２４日（火）〜８月１０日（金）
　　　 午前１０時〜午後４時（土日除く）
《場所》杉久保南

特別養護老人ホームさつき
《日時》７月２６日（木）〜２７日（金）
　　　 午前１０時〜午後３時
《場所》河原口

特別養護老人ホーム
えびな北高齢者施設

《日時》７月２２日（日）午後１時半〜３時半
　　　 ２４日（火）・２７日（金）午前１０時〜正午
　　　 ８月４日（土）午前１０時〜午後４時
《場所》上今泉

中心荘第一・第二老人ホーム
《日時》７月２５日（水）・２６日（木）
　　　 ２７日（金）・８月６日（金）・１３日（金）
　　　 午前１０時〜午後４時
　　　 ※その他の日程も相談可能
《場所》上今泉

障害者支援センターあきば
《日時》７月３０日（月）〜８月３日（金）
　　　 午前９時半〜午後４時
　　　 ８月４日（土）午前９時半〜午後３時
《場所》上今泉

特別養護老人ホーム和心
《日時》 体験期間中の月水金午前９時〜正午�

８月１４日（火）午後２時〜３時�
８月６日（月）午後１時半〜４時

《場所》大谷南

特別養護老人ホーム
えびな南高齢者施設

《日時》８月６日（月）〜１１日（土）
　　　 午前１１時〜午後３時
《場所》杉久保南

デイサービス エンゼルあきちゃん
（高齢者施設）

《日時》７月３１日（火）〜８月２日（木）
　　　 午前１０時〜午後３時
《場所》大谷北

はぁとすまいる�
（障がい者就労ベーカリー）

《日時》７月２７日（金）〜８月１０日（金）
　　　 午前９時〜午後３時（日曜除く）
《場所》今里

カワラノギクを守る会
《日時》８月７日（火）午前９時〜正午
《場所》相模三川公園付近

大塚ふるさとまつり保存会
《日時》８月４日（土）〜８月６日（月）
　　　 午前９時〜午後４時
《場所》東柏ヶ谷近隣公園

SUN�CAN�FESTIVAL
〜図書館・文化会館・福祉会館〜

《日時》 ８月４日（土）午前９時〜午後４時
《場所》総合福祉会館

下今泉地区社協「わかば」盆踊り
《日時》８月１１日（土）
　　　 午前９時〜午後４時
《場所》下今泉あさま公園

各施設の詳細に
ついてはＨＰを
ご覧ください！

（6） （7）


