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全身性・知的ガイドヘルパー養成研修受講生募集

159 号

第

障がい者の通院、買い物など、外出先で介助を行うための
全身性・知的ガイドヘルパーの養成研修です。
日 程

場 所

25日（月）・27日
（水）・28日
（木）

募集期間

市内在住、在勤者 各講座10,000円 （テキスト代含む）

申 込

市外の方

1月１日

総合福祉会館 他
１月15日（火）〜２月８日（金）
地域支援グループ ☎235−0220

各講座12,000円 （テキスト代含む）

159

費 用

２月18日（月）・20日
（水）・21日（木）

平成31年

「社協」とは社会福祉協議会の略称です

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〜
日 時
場 所
対 象
費 用
持ち物
申 込

１月23日（水） 午後１時30分〜４時30分
総合福祉会館１階 元気クラブ
市内在住の65歳以上の方10名（先着順）
1,000円
タオル、ハサミ、汚れてもよい服装
１月４日（金）より電話にて受付開始

ほっとシネマサロン！！
上映作品は
「ずっと、いっしょ」です。

〜ナレーション：樹木希林〜
血のつながりのない家族、愛する人に先立たれる家
族、死と向き合う毎日を生きる家族、とそれぞれの３
家族の姿を通
して、自分た
ちが生まれて
きた意味や家
族の絆、命の
大切さ、幸せ
のあり方を考
える作品。
上映日

１月26日（土）・28日
（月）・30日
（水）
午前11時30分〜
場 所 総合福祉会館１階 元気クラブ
対 象 市内在住の方 各50名（申込制）
費 用 無料
申 込 １月４日（金）より電話にて受付開始
総務企画グループ ☎232−1600

総務企画グループ ☎232−1600

市長賞

教育長賞

杉本小２年 橋本 紗知さん

社会福祉協議会長賞

＜中学校の部＞
＜小学校高学年の部＞

＜小学校低学年の部＞

杉本小１年
岡 安寿さん

上星小６年 小田 結菜さん

上星小２年
岸田 美玲さん

杉本小４年
清水 美幸さん

上星小６年
林 花音さん

大谷中２年
松政 拓希さん

柏ヶ谷中３年
鈴木 瑞人さん

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

第３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！

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

総合福祉会館指定管理事業

※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 。

『つぎはわたしが
たすけたい！』
〜第３回ふくしのまちづくり
ポスターコンテスト〜

たすけあいをテーマに「ふくしのまちづくりポスター
コンテスト」を開催しました。
市長賞として、橋本紗知さん（杉本小学校２年生）
が受賞されました。おめでとうございます！！

新 年 の ご 挨 拶
新年明けましておめでとうございます。
市民の皆様には、晴れやかな新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
今年は、ラグビーワールドカップが日本で開催され、海老名市がその
キャンプ地となっており、街も賑わいをみせることでしょう。
当協議会は、なお一層「住民同士によるつながりづくり」を進めてまい
りますので、皆様のご支援とご協力を賜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 !!

海老名市社会福祉協議会
会長 河 野 誠 一

「社協の仕事」
を日々お伝えする社協職員ブログ運営中！
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障がい者を支え合う仕組みづくりに
取り組んでいます！

〜生活支援コーディネーターの活動を紹介します〜
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いきいきと暮らし続けることができるよう、
私たち生活支援コーディネーターは、地域の皆さまや関係機関とともに、地域全体で高齢者を支える仕組みづくりをお手伝

海老名市障がい者共同受注窓口

いしています。地域包括支援センター圏域（第２層圏域：市内６地区）でそれぞれ生活支援コーディネーターが地域活動を
支援していますが、その中の北部地区の取り組みについてご紹介します。

〈北部地区での取り組み〉

障がい者の社会における活躍と自立した生活を目標とし、障がい者の安定的な就労と工賃向上を図るた
め開設を目指しています。
働く環境を整えるため、共同受注窓口が就労支援を行う事業所と企業の仲介役となり受注の拡大を推進
していきます。

※北部地区：上今泉・上郷・下今泉・扇町・泉・めぐみ町

その他にも共同受注窓口では事業所職員向けのスキルアップ研修や、事業所で作られているパンやジャ
ムなどの販路拡大などにも取り組んでいきます。

〜①地域課題の整理〜
〈第２層協議体開催の様子〉

就労チャレンジ事業

自治会、民生委員・児童委員、老人会、サロンの
ボランティア等のメンバーで、地域のよいところ
と課題を整理し、共有しました。

障がい者の就労を支援する事業所の利用者が一般就労に向けて、仕
事とはどのようなものかを学び、体調の確認、コミュニケーションな
ど就労に必要な基礎的な力をつけることを目的としています。
〜主な職場体験の内容〜

〜②目標の設定〜

◆郵便局での郵便物仕分けやスタンプ押し
◆市内小中学校の逓送便配達
◆ PC 入力や軽作業
◆体育館等での受付業務

〈第２層協議体開催の様子〉
地域の課題を共有した上で、
「こんな地域にしたい
な…」を話し合い、地区の目標

ありたい地域像
かかわり つながり ささえあい

を設定しました。

障がい相談窓口 『K.T.S.』

北部地区の「ありたい地域像」

〜地域のあったかい輪をつくろう！〜

〈買い物支援モデル事業の様子〉

障がいが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ご相談に応じます。お気軽にご相談ください。

〜③目標の具現化〜

数回の協議体を経て ありたい地域像 の達成に向けて、地区内の高齢者の買い物支援について検討を進めました。
まずは、モデル事業として、高齢者等の身近な集いの場であるサロンへの移動販売（地場野菜・障がい事業所のパ
ンを販売）の取り組みを始めました。

日時 平日 午前８時30分〜午後５時15分
第１、３土曜日 午前８時30分〜正午（要予約）
場所 市役所１階 K.T.S.

〜ピアカウンセリング〜
要予約

海老名スカイハイツふれあいサロンの様子
場所

ピア（PEER）は仲間という意味です。ピアカウンセ
リングは障がいがある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相談にのります。

市役所１階

K.T.S.

☎200−7565

教育支援資金のご案内
教育支援資金は、高校、大学、専門学校進学時、自己資金で必要な入学金等の経費を支払う
ことができない場合に、支払費用の貸付を行う制度です。

２月予告

今年度も、
「サロンツアーズ」を実施します！

「サロンってどんなところ？」
「一人で行っても大丈夫？」などなど、サロンが気に
なっているけど中に入りづらいな…と思われている方、地域でのつながりづくりの一歩

●収入が一定基準以下である世帯を対象としています。
●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、実施機関である神奈川県社会福祉協議会の審査があります。審査の結果、ご
利用ができない場合もあります。
●卒業後に返済が始まります。
●ひとり親世帯の方は、母子・父子・寡婦福祉資金の相談を受けていただく必要があります。

を一緒に踏みだしてみませんか？詳細は別途社協ホームページ等でご案内いたします。
問い合わせ

総務企画グループ

☎235−0220
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平成30年度

賛助会員に加入された皆さま

顕彰等贈呈式を開催

平成30年12月３日現在1,300,500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。平成30年６月〜12月に加入された皆

平成30年11月23日
（金・祝）に海老名市役所401会議室において、平成30年度顕彰等贈呈式が開催されました。式では、
ふくしのまちづくりポスターコンテスト、福祉作文コンクールの表彰や多年にわたり市内で社会福祉に功労のあった
方々や、社会福祉活動に協力・援助された方々の表彰を行いました。
受賞された方は次のとおりです。（以下、敬称略・順不同）

▲ふくしのまちづくりポスターコンテスト
福祉作文コンクール受賞者

▲社会福祉功労者表彰・感謝の受賞者

❖ふくしのまちづくりポスター
市長賞
橋本紗知（杉本小）
教育長賞 小田結菜（上星小）
社会福祉協議会会長賞
岸田美玲（上星小） ・岡 安寿（杉本小）
林 花音（上星小） ・清水美幸（杉本小）
鈴木瑞人（柏ヶ谷中）・松政拓希（大谷中）
❖神奈川県福祉作文コンクール
共同募金海老名市支会会長賞
林 叶椛（杉本小）・新納未来（杉久保小）

❖社会福祉功労者表彰
保護司
佐藤惠子
ボランティア 富田美鳥・渡辺晴江・高山廸子
久保伸子・本田博都
❖社会福祉功労者感謝
民生委員児童委員 鶴指 憲
保護司
山田洋子
民間社会福祉施設従事者
内田 嵩・村田耕一・小林亜以子・間山憲一郎
ボランティア 古市裕子・白戸ヤイ子・井出文子

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
海老名市スカウト連絡協議会
海老名市遺族会
海老名市障害者団体連合会
海老名市管理職の皆様
里親センターひこばえ
（学）
旭たちばな幼稚園
（学）
相模みのり幼稚園
にこにこ保育園
（福）
寿会つちのこ保育園
（福）
スプラウトユニティー虹の子保育園
（福）
プレマ会えびなの風保育園
（福）
妙常会 たちばな保育園
（福）
星谷会 星谷学園
（福）
中心会
（特非）
ワーカーズ・コレクティブあい
（特非）
海老名・萩の会
（特非）
ワーカーズコレクティブどり〜む
（特非）
WE21ジャパン海老名
（特非）
生活支援の会ステップ
（特非）
びなパートナーシップ・ひろば
海老名市介護者の会 四つ葉のクローバー
ダンスボランティアサークル赤いくつ
劇団えびな座
海老名女性支援電話「そよ風」
山ゆりの会
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
海老名たんぽぽの会
姫ユリ会
明るい社会づくりさつきの会
海老名市ボランティア連絡協議会
筆記通訳 風
海老名災害ボランティアネットワーク
傾聴ボランティアグループかけはし
海老名おもちゃ病院

えびなパソコンサポートボランティア
西村整形外科
さがみ野内科・呼吸器科クリニック
やよいクリニック
松島眼科クリニック
海老名あおばクリニック
腎健クリニック
オアシス湘南クリニック
えびな脳神経外科
湘陽かしわ台病院
石坂整形外科クリニック
オアシス湘南病院
からだ元気治療院
ヤマナ薬局
すずらん薬局 さがみ野店
ライオン会ライオンデンタルクリニック
さくら歯科
ガーデン薬局
宝寿司
セブンイレブンさがみ野中央店
㈱河野文具
村松電気管理事務所
㈲友和
㈲みずほ電設
松本中小企業診断士事務所
たかの司法書士事務所
㈲国分寺そば
（社）青い草の会
㈱オーケー
㈱宮代園
社会保険労務士 相沢事務所
㈱トーカイ
アツギケア㈱
㈱柴橋商会
㈱今井防災商事
大東電業㈱
㈱C ＆S
㈱杉久保デザイン社
㈱パブコーキ
東名自動車工業㈱
㈱アイエンス
㈱Y s メンテナンス
横浜信用金庫海老名支店
ネッツトヨタ湘南海老名店

㈲県央清掃営繕工社
渡辺商事㈱
㈱ブレーンズ・システム
訪問看護ステーションエナジー
二葉菓子店
㈱ステンダード運輸
㈱サービスメイク
㈱エフ・シー
㈱為我井製作所
㈱タートルホーム
鴻池運輸㈱海老名営業所
カットルーム エム・ツー
㈱インテック
㈱YAMABISHI
㈱松本商会
㈲冨美商事
小内電気管理事務所
海老名市立わかばケアセンター
㈱テクニカル・プラ
サントリーコーヒー・ロースタリー㈱海老名工場
サンインテルネット㈱
㈱山口設備工業
㈲中山設計
㈲藤本重機
雪印メグミルク㈱海老名工場
神厚倉庫㈱
㈱ダスキンエビナ
㈱タズミ
㈱ハートフルタクシー
栄和ガーデン㈱
人の森㈱
城南信用金庫海老名支店
スワンズ㈱
㈱サカモト二俣川斎場坂本祭典
田邊コンプレッサー㈱
河の手ギャラリー
㈱アイテック
㈲よしむら電器
㈱関東小池
㈲エムワイオート
中野エレテック（同）
ストロパックジャパン㈱
石室商事
森永乳業㈱

『年末たすけあい募金』及び寄附をいただきました
海老名商工会議所より、第８回えびな商工フェアにおいて、

神奈川県福祉作文コンクールで表彰されましたお二人の作品は、県の最終審査の結果で、見事次の賞に
輝きました。おめでとうございます。なお、お二人の作品については、社協ＨＰで掲載しております。
★新納未来さんの作品「老人ホームで見つけたえがお」 最優秀賞
★林 叶椛さんの作品「伝えることの大切さ」
準優秀賞

CSR（社会貢献）として当日の売上の一部やブースを訪れた人数
により、参加した市内事業所から「年末たすけあい募金」をいた
だきました。また、海老名市ゴルフ協会主催の第３回海老名オー
プンチャリティーゴルフ大会に参加された方々から、寄付金をい
ただきました。今回いただきました年末たすけあい募金（107,74

平成30年６月１日〜30年11月30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（６回）
海老名商工会議所
海老名市ダンススポーツクラブ
ゆりの会
さがみ農業協同組合海老名地区
海老名市自治会連絡協議会
株式会社蒼天不動産管理
国分寺台自治会
海老名市中央地区民生委員児童委員協議会
自動車部品工業株式会社ＪＢ会
国分北二丁目自治会

60,000円
104,000円
100,000円
2,000円
17,183円
6,540円
30,000円
22,167円
3,203円
34,070円
3,720円

（※）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
（個人・企業・団体いずれでも可）を募集しています。

海老名市自動車商工組合
海老名市ゴルフ協会
海老名市園芸協会レタス部会・海老名市キャベツ組合
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㈱
ぬくもり号利用者
匿名（５件）
【物品を寄附してくださった方】
えびな消費者の会
ＡＭＳ企画・シャインミュージック
匿名（１件）

9円）、及び寄付金（100,000円）につきましては、市内の地域福祉
活動事業に活用させていただきます。皆様の善意に心から感謝い
たします。ありがとうございました。

17,687円
100,000円
17,310円

雑巾145枚・ティッシュ１ケース
ふれあいチャリティコンサートチケット 132枚
洗剤28個

様々な福祉車両の

乗降操作がご体感いただけます。
■ 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

海老名市内の
デイサービス合同作品展を開催！！
デイサービスをもっと知っていただくため、
「心
と身体が元気になるデイサービス」をテーマに、ご
利用者様が普段
取り組まれてい
る作品や機能訓
練の様子、趣味
で行っている事
を海老名市役所
で展示させてい
ただきます。

海老名商工会議所 贈呈式

海老名市ゴルフ協会 贈呈式

えびなデイサービス連絡会
１月15日（火）13：00〜25日
（金）正午
※市役所閉庁時は除きます。
場所 海老名市役所１階エントランスホール
問い合わせ：デイサービスセンターいきいき内
☎240−0727

今年のテーマは「ヒストリー・オブ・ジャズ」

トヨタハートフルプラザ横浜

お気軽にお問い合わせください。

TEL.
（046）235 -1211

〒243 - 0433 海老名市河原口4 - 6 - 3 営業時間 10: 00 〜19 : 00（ サービス受付時間 10: 00 〜 18 : 00 ）

《会場》海老名市文化会館 大ホール

〜海老名ビッグバンドシリーズ vol. ３〜

BIG18 オーケストラ

シエンタ 車いす仕様車
※写真はイメージです

税理士法人河合会計事務所
松本哲也税理士事務所
㈱仲屋商事
㈱シンコウ設備
㈱会縄軌道
三和紙工㈱
栄光商事㈱
大森化成㈱
㈱海老名住宅センター
㈱厚木自動車学校
㈲ティーオーエム
㈱マッチング・ナビ
㈱伸寛
㈱ミヤダイ中央社
泉橋酒造㈱
厚木倉庫㈱
AE 海老名・綾瀬法律事務所
やまゆり生活協同組合
福祉・医療コンシェルジュ㈱
ガレージカーポイント
㈱ヤマナミ
厚木ヤクルト販売㈱
㈱中央経営研究所
㈱ふじ生花店
㈱ソーシエ小規模認可保育園 ぽとふ上今泉
㈱海老名第一ビルディング
セブンイレブン海老名柏ヶ谷店
㈲藤澤米穀店
㈱大和急配
佐野畳店
一乃矢
ぽとふ海老名
サロンディ綾瀬
伸光土建
国分自動車修理工場
加藤司法書士法務事務所
横沢敦
雙田 春枝
髙山金属商事㈱
㈲もりたしろう工務店
㈲堅昇土建

主催
期間

3,633円
58,223円
623,359円
95,000円

全国に 9カ所のウェルキャブ総合展示場

横浜トヨペット

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

2019年

３／９（土）

15時開演（14：15開場）

♪プログラム♪
シング・シング・シング
Ａ列車で行こう
ベイシー・ストレイト・アヘッド ほか

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

チケットのお申込み
お問い合わせ

海老名市文化会館（住所／海老名市めぐみ町６番１号）

☎

ゲストヴォーカル
マリア・エヴァ

＊未就学児入場不可

046-232-3231※休館日除く

10時〜17時30分

（6）

問い合わせ・申込

☎ ２３２−１６００

（7）

FAX ２３２−９５６１

福祉有償運送サービス
（セダン型）
ボランティアドライバー募集！！

問い合わせ・申込

☎ ２３２−１６００

高齢の方、障がいのある方を自家用車で病院などへ送迎し
ます。現在、活躍中のドライバーの一人は「緊張感を持てる
ので生活にメリハリが出る。利用者と会話してコミュニケー
ションをとるのも楽しい」
と明るく語っていただいております。
条件として普通運転免許取得後10年経過している74歳以下
の方。有償なので１回の送迎につき謝礼がもらえます。月に
何回からでも可。２日間の講習が必要となりますので、ぜひ
受講してみてはいかがですか？

FAX ２３２−９５６１

ともしびショップ ぱれっと 企画講座

日 時 ２月２日（土）・３日（日）
場 所 綾瀬市保健福祉プラザ
時 間 午前10時〜午後５時
講習代 無料
申込・問い合わせ 総務企画グループ ☎232−1600

手軽にできる
美味しいコーヒーのいれ方セミナー

現在、活動中のドライバーの皆さま

【日 時】 １月22日（火）・23日（水）・24日（木）※いずれか１日を希望してください。
員が 活
のクラブ
現在162名

午前10時〜11時30分 （受付 午前９時45分）
【場 所】 ともしびショップぱれっと（勝瀬175−１ 市役所１階）
【定 員】 １日あたり６名（先着順）
【費 用】 300円（シフォンケーキ付き）
【講 師】 アルバート焙煎工房 佐野和永氏
【申 込】 １月７日（月） 午前９時から電話にて受付開始

パソコンサポート
ボランティア募集

ボランティア入門講座
手話入門講座

筆記通訳入門講座

手話に興味のある方のご参加をお待ち
しております。
【日 時】１月18日〜２月15日
午後７時〜８時45分
毎週金曜日 全５回
【場 所】総合福祉会館
【定 員】20名 ※市内在住在勤の方
【参加費】テキスト代 100円
【締 切】１月11日（金）
【主 催】海老名市聴覚障害者協会

聞こえの不自由な方にパソコンを使っ
て筆記通訳するための技術を学びます。
【日 時】１月18日〜２月22日
午後１時30分〜３時30分
毎週金曜日 全６回
【場 所】総合福祉会館
【定 員】15名 ※市内在住在勤の方
【参加費】無料
【締 切】１月16日
（水）
【持ち物】ノートパソコン
【主 催】筆記通訳 風
※１月25日（金）無料公開講座あり

介護の仕事！

●現役時代等にパソコンを使ったことが
あり、高齢者や障がいのある方に対して、
ボランティアとしてパソコンの使い方
をサポートすることに興味がある方！
●毎週水・金曜日の午前10時30分〜午後３
時30分に文化会館会議室において、パソ
コンプラザを開催しております。興味
がある方は直接、会場にお越しください。

仕事説明会＆体験会を開催します。
えびな南高齢者施設会場（送迎あり）
①平成31年２月６日（水）10：00〜11：30
②平成31年３月６日（水）13：00〜14：30
えびな北高齢者施設会場
①平成31年２月17日（日）10：00〜11：30

社会福祉法人

中心会

＊各日定員
15名まで。
事前に
お申し込み
ください。

パート職員（介護・看護・調理 他）
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

時給1,820円〜（１勤務あたり14,560円〜）

②夜勤 時間／21：30〜翌８：00のうち８時間
（休憩あり）※週１日〜勤務可

幅広い年齢の
方が活躍中！

資格不問！
研修制度
充実しています！

勤務地

中心荘第一・第二老人ホーム
（海老名市上今泉4-7-1）

【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

同時募集

正規職員（介護・看護 他）

見学説明会開催

☎046-206-4427

①平成31年１月12日（土）
10：00〜
②平成31年２月２日（土）

（総務部）受付時間
９：30〜18：00

もし、私たちが住む街海老名で大規模災害が発生した時には
海老名市災害救援ボランティアセンター が設置されます。
その際、全国から集まるボランティアを受け入れ、被災者ニーズ
にあわせて、ボランティア活動を調整するのが、
「災害救援ボラン
ティアコーディネーター」の役割です。
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

申し込み・問い合わせはボランティアセンターまで

う！
聞いてみよ
よう！
み
て
体験し

災害救援ボランティア
コーディネーター養成講座
参加者募集

〜ともしびショップぱれっと〜
「海老名市手をつなぐ育成会」が運営しています。
障がいのある方が働くことを実感し、仲間や地域の
方々とのふれあいを通して、自立と社会参加を実現
していくことを目的としています。

詳しくは

えびな南 高齢者施設
（海老名市杉久保南3-31-6）

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。

えびな北 高齢者施設
（海老名市上今泉4-8-28）

場 所
内 容

対
費
定
締
申

象
用
員
切
込

１日目 ２月17日（日）午前10時〜午後３時 みなさんの参加を
２日目 ２月24日（日）午前10時〜12時30分 お待ちしています。
海老名市立総合福祉会館
１日目 講義
２日目 災害救援ボランティアセンター
立上げ訓練
市内在住・在勤・在学の方
無料
30名（先着順）
２月８日（金）
総務企画グループ ☎235−0220

動中！

えびな 元気
お裾分けクラブ
すそ

わ

「介護ボランティアポイント制度」
で介護予防
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
持ち物 印鑑（シャチハタ可）、介護保険証
開催日

時 間

場 所

２月20日（水） 午前10時〜正午 総合福祉会館
〈活動の内容〉散歩付添い・話し相手・草むしり・
配膳、下膳などです。
〈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。

