
　　　

～みんな元気に介護予防～～みんな元気に介護予防～
えびな元気おえびな元気お裾裾

す そす そ

分分
わわ

けクラブ 　けクラブ 　
「介護ボランティアポイント制度」 「介護ボランティアポイント制度」 のご案内のご案内

　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。右記の
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 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
問 合  ボランティアセンター  ☎２３２－１６００

助成対象  ◆市内に拠点を持ち、利益を追求しない、会員１０名以上の団体
　　　　    ※法人格を有する団体は除く。（NPO法人は可）
 ◆ 地域の支え合い活動や交流活動等の地域福祉活動を実施する団体
    ※ 会員のみを対象とした研修や親睦旅行・食事会や団体の運営

費は対象外となりますのでご注意ください。団体が行う地域
福祉活動に対し、地域住民が関わっていることが必須です。

助成金額  ◆活動費：５０，０００円を上限　◆整備費：２５，０００円を上限
手続き等   申込書は社協HPよりダウンロード又は社協窓口（市役所西棟）

で取得後、５月３１日（月）までに、社協窓口へご提出してください。
問 合   総務企画グループ　☎２３５－０２２０

　福祉車両「ぬくもり号」「さくら号」は高齢者や
障がい者の外出支援のため、市役所、総合病院、福
祉会館などの公共施設を中心に市内５ルートで巡
回しております。

６月１日（火）から２ルートが隔日運行となります。
下今泉ルート（ぬくもり１号）　□火・木・土
本　郷ルート（ぬくもり５号）　□月・水・金

※乗降場所・時刻表の変更はありません。

対 象   市内在住の６５歳以上の方、
           障がいのある方と介護者

費 用  無　料
その他  満員の場合はご利用できません。

　　　  車いすに乗ったままの乗車は
　　　  できません。

問 合  総務企画グループ　☎２３２－１６００

【 活 動 内 容 】
お話し相手、施設での配膳・下膳、散歩
の付き添い、レクリエーションです。

開催日 時　間 場　所

５月１４日（金）午前１０時～正午 総合福祉
会館７月１３日（火）午後２時～４時

「ともの輪」「ともの輪」こころとカラダこころとカラダ
の健康教室の健康教室

地域の支え合い活動地域の支え合い活動
～地域福祉活動助成団体を募集～

～高齢者等外出支援事業～

　介護予防のための健康体操を行っています。住み慣れた
地域でいつまでも過ごせるように、楽しく健康づくり・友達
づくりをしませんか。

持ち物  マスク（必須）、上履き、飲み物
参加費  無料　　 対 象  海老名市にお住いの６５歳以上の方

※参加には予約専用電話の申込が必要です。詳しくはお問い合わせください。

日時   ７月初旬〜３月末まで（※日程詳細はお問合せください。）
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４０歳以上で、全日程受講できる方
定員  ４０名
費用  ３，０００円（資料代、別途実費負担あり）
申込   ６月１日（火）から、社協が配布する応募要領を確認の上、６/２５（金）

までに、直接又は電話でお申し込みください。
       ※応募者多数の場合は抽選
問合   総務企画グループ　☎２３２－１６００

第4期!第4期!

曜日時間 午前会場（３０分実施） 午後会場（３０分実施）
１０時～／１１時～ １時半～／２時半～

第１・３（月） 社家自治会館 大谷コミセン
※令和３年度から時間変更

第２・４（月） 杉久保コミセン －柏ヶ谷コミセン
第１・３（火） 国分北集会所 高座クリーンセンター
第２・４（火） 勝瀬文化センター 総合福祉会館

第１・３（水）
上河内市営住宅集会所

－上郷自治会館
※令和３年度から日時変更

第２・４（水） 国分中央自治会館 上今泉コミセン
※２時〜のみ

第１・３（木） 本郷コミセン －
第２・４（木） あいあい館 総合福祉会館
第１・３（金） 門沢橋コミセン 総合福祉会館
第２・４（金） 中新田コミセン 国分寺台文化センター

※令和３年度から時間変更

予約専用電話や各会場の詳細は、
ホームページで確認又はお電話で
お問い合わせ下さい

問 合  　地域支援グループ　☎２３５－０２２０

ホーム
ページは
こちら

共同募金を活用して広めよう！

▲海老名日本語教室の活動風景▲�傾聴ボランティアグループかけはし
１０周年記念式典での講演会の様子

新型コロナウイルス感染症感染防止対策に
ご協力ください！

・マスクの着用　　　　・乗車前の手指消毒
・（住所・氏名・体温）乗車する際に同意書の提出

いきいきカレッジいきいきカレッジ
開講します！開講します！

　地域を知るための学びを通した出会い。これから
初めて地域でボランティア活動する、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。

地域社会の現状と課題

SNS活用術　傾聴
コミュニケーション術

遺言と相続　生活支援体制整備とは
さまざまなボランティア活動

ワークショップ…など 昨年度の様子

講座の一部を少しご紹介！講座の一部を少しご紹介！
『あなたのチカラで地域を元気に』

４月から新しい会場が増えました！
杉久保コミセン

高座クリーンセンター

　令和３年３月２７日に設立総会が行われ、海老名市内１６番目の地区社協として
「えびな南部地区社会福祉協議会」が誕生しました。

　『広げよう！地域コミュニティ　世代を超えて　ふれあい・つながり・あつまろう』
を目標に地域活動を進めてまいります。

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！！ 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

QRコード

時刻表は
こちらまで

（4）

社協社協えびなえびな
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。

「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。

社協社協えびなえびな 海老名市社協のイメージ
キャラクター Eくん

海老名市社協のイメージ
キャラクター Eくん
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QRコードに対応できない方は、お電話にてお問い合わせください。



令和２年１２月１日～令和３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）

梶谷産業株式会社（４回）　� 　４０，０００円
海老名たんぽぽの会　� ２７，８４３円
美na☆舞ty！　� 　５，０００円
海老名市西部地区民生委員児童委員協議会　� ２，７９０円
海老名市中部地区民生委員児童委員協議会　� ３，９２１円
海老名市北部地区民生委員児童委員協議会　� ８，５８５円
中部地区民生委員児童委員ＯＢ会　　　� 　４，５２０円
学校法人大塚平安学園�ドレーパー記念幼稚園　� １０，０００円
海老名商工会議所　　　　　　　　　� 　１０，０００円
ハンドニットクラブ中島　　　　　� 　　１０，０００円
有馬会　　　　　　　　　　　　　� 　　１３，９１２円
海老名ロータリークラブ　　　　　� 　　３００，０００円
書き損じはがき等換金　　　　　� 　　　６１，３００円
匿名（５件）　　　　　　　　� 　１６７，０５０円
地域貢献型自動販売機による寄附（※）
株式会社伊藤園� ８，６５２円
コカ・コーライーストジャパン株式会社� ２４，９６８円
ダイドードリンコ株式会社� １，８４１円

【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】
えびな消費者の会　� タオル１１枚
安藤　淳子　� 介護用おむつ４パック
株式会社パソナ　� 不織布マスク２００枚
神奈川県西北地区郵便局長夫人会� 麺類・缶詰等食品２箱、バスタオル１４枚
他　匿名� 介護用おむつ７セット、尿取りパット５セット

各団体様より寄付金、寄附物品を頂きました。
（右）海老名ロータリークラブ様
（左）神奈川県西北地区郵便局長夫人会様

～税制優遇措置のご案内～
　令和３年１月より、寄付をしたり賛助会員
へ加入をすると税制優遇措置が受けられる
ようになりました。
　皆さまから広く支持をいただき活動する
社会福祉法人として、認定を受けたことによ
るものです。善意をくださった
方へ応える制度になります。個
人の方はより節税の効果があり
ますので、ぜひご利用ください。

㈱ワック設計　　　　　　 姫ユリ会　　　  えびな消費者の会　匿名 １名
城南信用金庫海老名支店　  （有）福田工業　   筆記通訳風   　　　　　　
※前回記載の名称に間違いがありましたので再掲載をさせて頂きます。
海老名市精神保健ボランティア「つばさ」　㈱日本化学研究所

（有）御幸防災設備　㈱サカエサービス海老名営業所

賛助会員に加入された皆さま賛助会員に加入された皆さま
　令和２年度は、１，５３５，０００円もの賛助会費をいただきました。
　このような時だからこそと、より多くの方々から社協の事業へのご理解・
ご協力・応援の気持ちを頂けましたことに心から感謝申し上げます。
　令和２年１２月〜令和３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）

チケット取り扱い（会館窓口・電話にて受付） ／お問い合わせ
海老名市文化会館　☎046-232-3231（10：00～17：30） ※休館日除く
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／日本サクソフォーン協会

海老名市市制施行50周年記念　　海老名市文化会館育成事業

出演

フランスで出会ったフランスで出会った
　クラシック　サクソフォーン　クラシック　サクソフォーン
パリのエスプリを乗せて…パリのエスプリを乗せて…

山崎瑠奈（サクソフォーン） 川岸麻理（ピアノ）

川岸麻理（ピアノ）

2021年6月5日 14時開演（13時30分 開場）

海老名市文化会館 小ホール 全席指定 1,000円（税込）
＊未就学児入場不可

山崎瑠奈山崎瑠奈サクソフォーン リサイタルサクソフォーン リサイタル
クロード・ドビュッシー：
� アラベスクNo.1
J.S.バッハ：
無伴奏ヴァイオリンパルティータ
第2番�ニ短調 BWV１００４
Philippe�Geiss：SAX�HERO
　� ほか

演奏予定曲

土

◯政府指針により販売座席数を減らす場合があります。 ◯発熱や風邪の症状など体調がすぐれない場合はご来場をお控えください。 ◯マスクの着用および咳エチケットにご協力をお願いいたします。 ◯本公演について急遽公演の中止や内容に変更が生じる可能性がございます。予めご了承ください。

令和３年度　事業計画・予算「笑顔でつながる共生のまちづくり」に向けて

取り組みの方向性
　新型コロナウイルス感染症の猛威により、世界中の経済や暮らしが未だ混乱の渦中にあります。社協がこれまで推進してき
たサロン活動やボランティア・団体活動等は、出会う・ふれあう・つながるといった対面・対話が中心でした。
　今後私たちは、新たな生活様式に即した取り組みへの転換を目指すとともに、失業や休業により生活基盤が不安定な方々が抱
える様々なニーズや、制度の狭間にある課題の解決に向け、地域福祉活動を推進してまいります。

★地域福祉活動の推進
　市内各地区（６地区）で設定した地域目標の実現に向け
て地区担当を配置し、地区社協等における新たなつながり
づくりを支援します。また、地区社協未設置エリアには、継
続した活動ができるよう、組織化の働きかけを行います。

★つながり続ける継続的支援の推進
　生活のしづらさや、制度の狭間で解決が困難な課題を抱
えている方々に対し、まずはその困りごとを丸ごと受け止
め対応します。訪問や相談活動を通し、関係機関と連携し
ながら、サービスの提供や生活の向上・自立に向けて継続
的な支援を行います。

★担い手の養成
　市民がさまざまな地域活動に参加するきっかけづくりと
して「いきいきカレッジ」を開講します。カレッジでは、仲
間づくりやフレイル防止、地域活性化等を目標とし、令和３
年度は受講対象を４０歳以上に広げて実施します。

★組織基盤の充実
　安定した法人の運営に向けて、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、労
務管理のシステム化により、業務の効率化を図ります。多く
の市民の皆さまや事業所等に、社協活動への理解・応援をい
ただけるよう、引き続き広報活動に取り組みます。

詳細は、右のQRコードから読み取りをお願いします。

社協会員は福祉活動を資金面から社協会員は福祉活動を資金面から
支える“地域のサポーター”です！支える“地域のサポーター”です！

社協会員社協会員加入のお願い加入のお願い
笑顔でつながる笑顔でつながる
共生のまちづくり共生のまちづくり

令和令和
3年度3年度

　「あのご高齢の方元気かな？
コロナ禍でも見守り活動は必
要だよね。困っている事がな
いか声をかけてみよう。」
　感染対策を充分講じること
を大前提に、“地区社協・サロ
ン等でつながりあうことの大
切さ”をあらためて確認し、今
後どのように活動していくか
話し合いが行われています。
　社協では、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。

昨年度お寄せ頂いた会費総額は、6,804,703円でした。

●地場産野菜・新米販売（買物支援） ●ストレッチサークル

一般会員(会費) 賛助会員(会費)

一世帯(年額)
２００円

対象：自治会加入世
　　　帯のみなさま

一口(年額)
１,０００円

対象：会社・事業所�
　　　団体・個人等

コロナ禍での地域の支え合い活動コロナ禍での地域の支え合い活動

みなさまからの会費が福祉活動を支えます。みなさまからの会費が福祉活動を支えます。
ご協力とご参加をお願いいたしますご協力とご参加をお願いいたします

社協広報
紙の発行費
用などに

地域で行わ
れるサロン
活動

地域の特性を生
かした地区社協
活動の事業費や
運営費に

まずは、お気軽にご相談ください【相談無料】

問い合わせ　☎２３２−１６００ 問い合わせ　☎２００−９８３３ 問い合わせ　☎２００−７５６５

ボランティア相談
《ボランティアセンター》

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？
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

成年後見総合相談
《えびな成年後見・総合相談センター》
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・行政書士・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

障がい相談
《Ｋ.Ｔ.Ｓ.》

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）

　　▶�当事者によるピア相談

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

※�ピア相談は、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）

収入支出予算　総額　３０９，２８４，０００円総額　３０９，２８４，０００円

（※）地域貢献型自動販売機とは、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、この自動販売機の設置にご協力いただける個人・事業所等を募集しています。
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