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社会福祉協議会は、住み慣れた地域の中で誰もが
安心して暮らせる社会を作ることを目的とした、
社会福祉法に定められた民間の福祉団体です。

URL：https://www.zamashakyo.jp/

〒252-0021 座間市緑ケ丘1丁目2番1号
座間市立総合福祉センター(サニープレイス座間)内

発行 座間市社会福祉協議会社会福祉法人

Email：info@zamashakyo.jp
TEL.046-266-1294 FAX.046-266-2009

フロム いーふくし

コロナウイルスの影響を受けて困りごとを抱えた家庭の子どもたちと、その保護者を支援するため、
様々な視点での支援活動へ緊急配分を実施しています。

＊子どもの声を受け止めるチャイルドライン活動
＊孤食となる子どもたちへの配食活動
＊ひとり親、生活困窮者など生活に困っている方々に食料を無料で配布するフードパントリー
＊DV被害者支援活動など

　昨年、神奈川県では47
年ぶりに災害救助法が適
用され、台風19号におけ
る災害ボランティアセン
ター開設支援等に配分さ
れました。

＊栗の実保育園 大型プール整備
＊アガベ壱番館 電動ベッド（10台）購入
＊ウインディーザマ 事業活動用車両購入
＊ワーカーズコレクティブたすけっと→在宅福祉サービス実施に係る事業費
＊座間たすけあいワーカーズ風→在宅福祉サービス実施に係る事業費
＊社会福祉協議会事業費

　世界中に感染が広がった新型コロナウイルスの影
響で、人と人との接触する機会が減少したことによ
り、私たちは日々誰かとつながり、支えあってきた
ことの大切さに改めて気づかされました。
　今年の共同募金運動は「つながりをたやさない社会
づくり」を目指した支援事業・災害支援事業・地域づ
くりを応援目的に実施します。
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募

～つながりをたやさない社会づくりのために～

地域での民間福祉活動を行う
住民ボランティアを応援する募金です。
皆さまの温かいご支援ご協力をお願いいたします！

金 ！同共根羽い赤 今 年

運動期間  令和2年10月1日（木）～12月28日（月）
10月1日
より

も 始 ま り ま す

皆さまからの募金はこんなことに使われています

子どもと家族の支援  （全国キャンペーンによる緊急配分事業）  ～コロナ禍での緊急支援～

国内大規模災害時における被災者支援事業 座間市内においては以下の通り配分されました

「子育てを応援してほしい人」と「子育てを応
援したい人」を地域の中でおつなぎし、育児の相
互援助活動を行う登録制の会員組織です。座間
市社会福祉協議会が座間市から受託しています。

■ファミリー・サポート協力会員の
お仕事の内容

＊保育園・幼稚園・小学校・児童ホームの送迎。
＊保護者が帰宅するまでの預かり。
　（協力会員宅で行います）
＊冠婚葬祭や、リフレッシュしたい時の預かり。
☆空いているお時間で子育てのサポートを
しませんか？

■協力会員になるには？
市内在住で心身ともに健康な20歳以上の方。

（年齢制限ありません）当事業が実施する講習会
（全3日間）を受講した後、登録となります。

■報酬金について
550円／30分
利用者から450円／30分頂き、
当事業より100円／30分
お支払いしています。

　総合福祉センター2F奥に設置
していましたヘルストロンコー
ナーについては、コロナウイルス
感染拡大防止のため、令和2年3月
より使用中止としていましたが、
機器の経年使用による安全面の維
持が困難と判断し、事故防止の観
点から8月14日をもって閉鎖さ
せていただくことになりました。
　ご利用いただいておりました皆
さま方には大変ご迷惑をおかけい
たしますが、ご理解くださいます
ようお願いいたします。
　長い間ご利用いただきありがと
うございました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の対応を行います。
•講習会当日、もしくは前日に発熱のあった方は参加を控えてください。
•当日は、会場前での検温と手指消毒、講習時はマスク着用をお願い致します。
•講義と講義の間には、15分間の換気の時間を設ける予定です。
※講習会が、新型コロナウイルスの感染症の影響により急遽中止になることもありますのでご了承く
ださい。

ファミリー・サポート事業とは？

お 知 ら せ

　令和2年7月1日から令和2年8月31日までにご寄付いただい
た方々は以下の通りです。ありがとうございました。 （順不同）
■浄財をご寄付いただいた方

●一般寄付　藤田義信様（20,000円）/匿名（100,000円）/匿名

（50,000円）/匿名（50,450円）

●指定寄付　匿名：アガペセンター様へ（31,780円）/座間市歯科

医師会様：ざま災害ボランティアネットワーク様へ（10,000円）

■物品をご寄付いただいた方

●一般寄付　しらかし会様（雑巾109枚）/匿名：（バスタオル・タ

オル）/匿名：（小型テレビ・掃除機・タオル類）/阿部薫様：（手作り

マスク）/匿名：（米3kg×2）/匿名：（おむつ10ケース・パッド10

ケース）/（株）シティコミュニケーションズ ザ・シティ南浦和店様：

（お菓子1850点）

●指定寄付　安藤史郎様：成光学園様へ

（オルゴール・レコードプレイヤー・レコード・万華鏡）

善意銀行は皆さまからのご寄付を受付けています。
※物品については新品・未使用のものに

限らせていただきます。
担　当：総務課 TEL：046-266-1294

～あなたの「善意」を福祉へ橋渡し～

善意銀行

昨年の赤い羽根街頭募金の様子
日本ボーイスカウト神奈川県連盟

座間第3団のみなさん

ファミリー・サポート事業

協力会員になるための講習会 2020
日　時

場　所

応募
方法

日目：令和2年11月12日（木） 9：00～12：30

日目：令和2年11月13日（金） 9：00～12：30

日目：令和2年11月19日（木） 13：00～16：00

1

2

3

サニープレイス座間3階  多目的室

サニープレイス座間3階  多目的室
令和2年11月7日（土） 13：00～16：00（受付：12：30～）

※全3日間の受講が必要です

定　員 10名（先着順）
令和2年10月1日（木）より、受付を開始します。直接窓口
（サニープレイス座間1階）もしくは電話（046-266-2003）
にてご応募ください。

ヘルストロンコーナー
（総合福祉センター）
閉鎖のお知らせ

昨年10月の講習会の様子

ふじ

あんどう せいこうがくえんし ろう

ざ ま し し

し かい さいがい

あ べかおる

みなみうらわてん

か

い

よしのぶた

今日から役立つ！介護の「か」の字
～市民のためのすぐに役立つ介護セミナー～

日　時

場　所

市内在住・在勤・在学の介護に興味のある方対　象

20名（10/30〆切り）定　員

無料参加費

座学：介護保険・認知症の基礎知識
演習：車いすの操作と介助方法

内　容

　超高齢社会をむかえ、介護への関心がますます高まっています。介護に興味のある方なら
どなたでもOK！一緒に介護の基本的な知識や技術を学んでみませんか？

マスク着用・動きやすい服装・
運動靴（スリッパは不可）

お申し込み・お問い合わせ：地域福祉課
TEL：046-266-2001 FAX：046-266-2009

　座間市では耳や言葉の不自由な人からの火災、救
急などの要請に迅速、的確に対応するため、緊急通
報用ファックスを海老名市、座間市、綾瀬市消防指
令センターに設置しています。
　11月9日(月)の119番の日に119番緊急通報訓
練を実施いたしますのでご協力をお願いします。

　聴覚障害協会会員及び市役所にファックス119登録
をされている方以外で119番ファックス通報訓練を希
望される方は下記担当までご連絡をお願いします。

聴覚や言語に障がいのある方へのお知らせです

担　当：座間市消防署 管理課指令係

FAX：046 - 2 56 - 2 215
TEL：046 - 2 56 - 2 211

緊急通報ファックス
「119番緊急通報訓練」を

実施します。

と き：令和2年11月9日（月）
通報先：局番なし119番

座間市社会福祉協議会様 _広報誌 _表面（Ｗ546mm×Ｈ406mm） 天
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いまだからこそ、「となり」に社協。～こんな時はご相談ください～ 自分らしく、安心して暮らす為に…地域の相談窓口です。⇒

「誰かの力になりたい」を応援します。…ボランティアセンター

子どもたちが安心して過ごせる居場所づくり
子どもの学習支援

　65歳以上の方が住み慣れた地域で安心して、いきいきとした生活を送れるように支援します。
立野台地域包括支援センター対象地域：緑ケ丘一丁目、入谷東（旧入谷3・4丁目）、立野台
【総合相談】
65歳以上の方の生活に関する相談や介護等、何でもご相談ください。

【包括的・継続的ケアマネージメント】
入院（入所）・退院（退所）時の連携やケアマネージャーへの後方支援を行います。
より暮らしやすい地域にする為、他機関とのネットワーク作りに取り組みます。

【介護予防ケアマネージメント】
要支援と判定された方や介護が必要となる恐れのある方を対象とした
サービスの計画を作ります。

【権利擁護】
高齢者虐待防止や悪質商法の被害者防止、成年後見制度の活用の支援等、
本人の権利を守ります。

　子どもの学習支援を始め、仲間と出会い活動ができる居
場所づくり、進学等に関する相談等、子どもと保護者の双
方に必要な支援を行います。
　現在座間市には7か所の拠点があります。
　子どもたちに「学習するって楽しい！」・「ここに来れば話
ができる。」と思ってもらえるような居場所づくりを目指し
ています。

　ボランティアセンターは、ボランティアをしたい方と、ボランティアを求めている方の橋渡しをしています。
　ボランティアセンターではボランティアに関する内容を「お気軽にご相談を・まなぶ・情報の発信」3つのキーワードに
よりボランティア活動を応援します。
　また、安心してボランティア活動が行えるよう、「ボランティア保険」の加入受付もしています。

座間市立野台地域包括支援センター

座間市相模が丘地域包括支援センター

座間市ひばりが丘地域包括支援センター

座間市栗原地域包括支援センター

座間市相武台地域包括支援センター

座間市新田宿地域包括支援センター

緑ケ丘1丁目、入谷東、立野台

相模が丘

小松原、ひばりが丘、東原

さがみ野、栗原中央、南栗原、西栗原

相武台、広野台、栗原、緑ケ丘2～6丁目、明王

入谷西、四ツ谷、新田宿、座間

★市内を6つのセンターが分担しています。
1

2

3

4

5

6

広 告

　低所得者世帯や障がい者・高齢者世帯、失業者世帯等に資金の貸付を行い、
経済的自立と生活意欲の促進を図り、安定した生活を送れるようにサポー
トする事業です。資金の詳細や貸付条件・基準は種類によって異なります。
相談来所の際は、事前に連絡をしてください。

　高齢や障がいにより、判断能力に不安
がある方で、福祉サービスの利用や日常
的な金銭管理などが困難な方のお手伝い
をします。

◉福祉サービス利用援助、
　金銭管理サービス
　その方の生活に必要な支援の計画を作
成し、それに基づきサービスを提供します。

◉書類等預かりサービス
　財産紛失をふせぐため、社会福祉協議
会が契約している金融機関の貸金庫に保
管します。

経済的に苦しい…生活に困っている
⇒生活福祉資金貸付

　家計改善支援事業は、生活を維持することができなくなるおそれのあ
る方、経済的な理由で生活に困っている方、多重債務で困っている方など、
生活の問題を抱えている方に対して、座間市の「自立相談支援事業」と連
携して支援します。

≪総合支援資金≫
　失業などにより生活の維持が困難になった世帯に対して、生活費
及び必要な資金の貸付を行います。

≪緊急小口資金≫
　やむを得ない理由で緊急かつ一時的に生計維持が困難になった低
所得世帯に対して、少額の貸付を行います。

≪福祉資金≫
　低所得世帯、障がい者や日常生活上療養または介護を必要とする
高齢者のいる世帯などに対して、資金の貸付と必要な援助を行います。

≪教育支援資金≫
　一定所得以下の世帯に対して、学校教育法に定められた高等学校、
大学などの進学や通学に必要な経費の貸付を行います。

≪不動産担保型生活資金≫
　住み慣れた自宅に住み続けたい高齢者の方に対して、土地・建物を
担保とした生活資金の貸付を行います。

具体的な支援業務
○家計管理に関する支援（家計表等の作成支援、出納管理等の支援）
○滞納（家賃、税金、公共料金等）の解消や各種給付制度等の利用に
　向けた支援
○債務整理に関する支援

家計の状況の「見える化」と課題の把握
相談者自身が課題を見えるようになる支援をします。

家計再生プランの作成と各種制度利用に向けた支援
目標を設定し、家計の再生に向けて歩き出す支援をします。

家計状況のモニタリングと出納管理の支援　　
相談者自身が家計管理を継続できる支援をします。

生活福祉資金貸付制度 家計改善支援事業

【支援の流れ】

早期の生活再生

家計の立て直しをアドバイスしますご 相 談 く だ さ い

１

２

３

1 仕事をしているが借金が多くて生活が苦しい・
税金や健康保険料などの支払いが滞っているなど困りごと困りごと

その

＊福祉サービスが使いたいけど
　契約が不安
＊計画的にお金を使うのが難しい

⇒あんしんセンター

3困りごと
その

　サロンは外出機会の少ない高齢者や障がいのある方、
子育て中の方など、地域にお住まいの方が気軽に集まっ
て、おしゃべりや健康教室・ゲームなどの活動ができる「集
いの場」です。社協ではサロンの立ち上げ・運営に関する
支援を行っています。サロンに参加してみたい方、また、
サロンの立ち上げ・運
営に興味のある方は下
記までお問い合わせく
ださい。

ひとりでいるのが寂しい、不安
⇒居場所づくり（サロン）

4困りごと
その

　高齢者や障がい者、ひとり親家庭や産前産
後等の中で日常生活のちょっとした困りごと
に対し、協力会員が訪問して支援を行います。
（利用には条件があります。詳しくはお問い
合わせください）※協力会員とは、この事業
に賛同し、協力する市民の方です。
＊地域支援型：
　簡易な電球交換・ごみ出しなど
　200円／件（30分以内）
＊生活支援型：
　家事支援・外出同行・話し相手など
　1000円／時間

　ボランティアを希望する方へ活動
に向けたお手伝いや活動を始めてか
らもご相談をお受けしています。ま
たボランティアをお願いしたい方の
相談もお受けしています。みなさん
の「はじめの１歩」をお手伝いします。

　子どもから大人までボランティア
活動に関心のある方、現在活動して
いる方を対象に年間を通して福祉講
座やボランティア研修等の学ぶ機会
があります。

　ボランティアに関する情報をボラン
ティアセンターで作成しているぼらぼ
ら通信（隔月発行）や施設
ボランティアガイド、ホー
ムページ、LINE＠などで
発信しています。

ちょっとした家事を手伝ってもらいたい
⇒にこにこサービス

5困りごと
その

その

2

お問い合わせ：生活相談課 TEL：046-266-2004

お問い合わせ：にこにこサービス事業
TEL：046-266-2003

お問い合わせ：あんしんセンター
TEL：046-266-2025

お問い合わせ：地域福祉課 TEL：046-266-2001

お 気 軽 に ご 相 談 を ま な ぶ 情 報 の 発 信

社協では、座間市立野台
地域包括支援センターを
担当しています

子どもの
明るい未来をサポート

お問い合わせ：生活相談課 TEL：046-266-2004

お問い合わせ：ボランティアセンター TEL：046-266-2002

TEL：046-266-2005

TEL：046-266-5222

TEL：046-255-2555

TEL：046-251-1167

TEL：046-258-2030

TEL：046-256-9007

専門職が
 連携して、
さまざまな相談
に対応します
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いまだからこそ、「となり」に社協。～こんな時はご相談ください～ 自分らしく、安心して暮らす為に…地域の相談窓口です。⇒

「誰かの力になりたい」を応援します。…ボランティアセンター

子どもたちが安心して過ごせる居場所づくり
子どもの学習支援

　65歳以上の方が住み慣れた地域で安心して、いきいきとした生活を送れるように支援します。
立野台地域包括支援センター対象地域：緑ケ丘一丁目、入谷東（旧入谷3・4丁目）、立野台
【総合相談】
65歳以上の方の生活に関する相談や介護等、何でもご相談ください。

【包括的・継続的ケアマネージメント】
入院（入所）・退院（退所）時の連携やケアマネージャーへの後方支援を行います。
より暮らしやすい地域にする為、他機関とのネットワーク作りに取り組みます。

【介護予防ケアマネージメント】
要支援と判定された方や介護が必要となる恐れのある方を対象とした
サービスの計画を作ります。

【権利擁護】
高齢者虐待防止や悪質商法の被害者防止、成年後見制度の活用の支援等、
本人の権利を守ります。

　子どもの学習支援を始め、仲間と出会い活動ができる居
場所づくり、進学等に関する相談等、子どもと保護者の双
方に必要な支援を行います。
　現在座間市には7か所の拠点があります。
　子どもたちに「学習するって楽しい！」・「ここに来れば話
ができる。」と思ってもらえるような居場所づくりを目指し
ています。

　ボランティアセンターは、ボランティアをしたい方と、ボランティアを求めている方の橋渡しをしています。
　ボランティアセンターではボランティアに関する内容を「お気軽にご相談を・まなぶ・情報の発信」3つのキーワードに
よりボランティア活動を応援します。
　また、安心してボランティア活動が行えるよう、「ボランティア保険」の加入受付もしています。

座間市立野台地域包括支援センター

座間市相模が丘地域包括支援センター

座間市ひばりが丘地域包括支援センター

座間市栗原地域包括支援センター

座間市相武台地域包括支援センター

座間市新田宿地域包括支援センター

緑ケ丘1丁目、入谷東、立野台

相模が丘

小松原、ひばりが丘、東原

さがみ野、栗原中央、南栗原、西栗原

相武台、広野台、栗原、緑ケ丘2～6丁目、明王

入谷西、四ツ谷、新田宿、座間

★市内を6つのセンターが分担しています。
1

2

3

4

5

6

広 告

　低所得者世帯や障がい者・高齢者世帯、失業者世帯等に資金の貸付を行い、
経済的自立と生活意欲の促進を図り、安定した生活を送れるようにサポー
トする事業です。資金の詳細や貸付条件・基準は種類によって異なります。
相談来所の際は、事前に連絡をしてください。

　高齢や障がいにより、判断能力に不安
がある方で、福祉サービスの利用や日常
的な金銭管理などが困難な方のお手伝い
をします。

◉福祉サービス利用援助、
　金銭管理サービス
　その方の生活に必要な支援の計画を作
成し、それに基づきサービスを提供します。

◉書類等預かりサービス
　財産紛失をふせぐため、社会福祉協議
会が契約している金融機関の貸金庫に保
管します。

経済的に苦しい…生活に困っている
⇒生活福祉資金貸付

　家計改善支援事業は、生活を維持することができなくなるおそれのあ
る方、経済的な理由で生活に困っている方、多重債務で困っている方など、
生活の問題を抱えている方に対して、座間市の「自立相談支援事業」と連
携して支援します。

≪総合支援資金≫
　失業などにより生活の維持が困難になった世帯に対して、生活費
及び必要な資金の貸付を行います。

≪緊急小口資金≫
　やむを得ない理由で緊急かつ一時的に生計維持が困難になった低
所得世帯に対して、少額の貸付を行います。

≪福祉資金≫
　低所得世帯、障がい者や日常生活上療養または介護を必要とする
高齢者のいる世帯などに対して、資金の貸付と必要な援助を行います。

≪教育支援資金≫
　一定所得以下の世帯に対して、学校教育法に定められた高等学校、
大学などの進学や通学に必要な経費の貸付を行います。

≪不動産担保型生活資金≫
　住み慣れた自宅に住み続けたい高齢者の方に対して、土地・建物を
担保とした生活資金の貸付を行います。

具体的な支援業務
○家計管理に関する支援（家計表等の作成支援、出納管理等の支援）
○滞納（家賃、税金、公共料金等）の解消や各種給付制度等の利用に
　向けた支援
○債務整理に関する支援

家計の状況の「見える化」と課題の把握
相談者自身が課題を見えるようになる支援をします。

家計再生プランの作成と各種制度利用に向けた支援
目標を設定し、家計の再生に向けて歩き出す支援をします。

家計状況のモニタリングと出納管理の支援　　
相談者自身が家計管理を継続できる支援をします。

生活福祉資金貸付制度 家計改善支援事業

【支援の流れ】

早期の生活再生

家計の立て直しをアドバイスしますご 相 談 く だ さ い

１

２

３

1 仕事をしているが借金が多くて生活が苦しい・
税金や健康保険料などの支払いが滞っているなど困りごと困りごと

その

＊福祉サービスが使いたいけど
　契約が不安
＊計画的にお金を使うのが難しい

⇒あんしんセンター

3困りごと
その

　サロンは外出機会の少ない高齢者や障がいのある方、
子育て中の方など、地域にお住まいの方が気軽に集まっ
て、おしゃべりや健康教室・ゲームなどの活動ができる「集
いの場」です。社協ではサロンの立ち上げ・運営に関する
支援を行っています。サロンに参加してみたい方、また、
サロンの立ち上げ・運
営に興味のある方は下
記までお問い合わせく
ださい。

ひとりでいるのが寂しい、不安
⇒居場所づくり（サロン）

4困りごと
その

　高齢者や障がい者、ひとり親家庭や産前産
後等の中で日常生活のちょっとした困りごと
に対し、協力会員が訪問して支援を行います。
（利用には条件があります。詳しくはお問い
合わせください）※協力会員とは、この事業
に賛同し、協力する市民の方です。
＊地域支援型：
　簡易な電球交換・ごみ出しなど
　200円／件（30分以内）
＊生活支援型：
　家事支援・外出同行・話し相手など
　1000円／時間

　ボランティアを希望する方へ活動
に向けたお手伝いや活動を始めてか
らもご相談をお受けしています。ま
たボランティアをお願いしたい方の
相談もお受けしています。みなさん
の「はじめの１歩」をお手伝いします。

　子どもから大人までボランティア
活動に関心のある方、現在活動して
いる方を対象に年間を通して福祉講
座やボランティア研修等の学ぶ機会
があります。

　ボランティアに関する情報をボラン
ティアセンターで作成しているぼらぼ
ら通信（隔月発行）や施設
ボランティアガイド、ホー
ムページ、LINE＠などで
発信しています。

ちょっとした家事を手伝ってもらいたい
⇒にこにこサービス

5困りごと
その

その

2

お問い合わせ：生活相談課 TEL：046-266-2004

お問い合わせ：にこにこサービス事業
TEL：046-266-2003

お問い合わせ：あんしんセンター
TEL：046-266-2025

お問い合わせ：地域福祉課 TEL：046-266-2001

お 気 軽 に ご 相 談 を ま な ぶ 情 報 の 発 信

社協では、座間市立野台
地域包括支援センターを
担当しています

子どもの
明るい未来をサポート

お問い合わせ：生活相談課 TEL：046-266-2004

お問い合わせ：ボランティアセンター TEL：046-266-2002

TEL：046-266-2005

TEL：046-266-5222

TEL：046-255-2555

TEL：046-251-1167

TEL：046-258-2030

TEL：046-256-9007

専門職が
 連携して、
さまざまな相談
に対応します
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社会福祉協議会は、住み慣れた地域の中で誰もが
安心して暮らせる社会を作ることを目的とした、
社会福祉法に定められた民間の福祉団体です。

URL：https://www.zamashakyo.jp/

〒252-0021 座間市緑ケ丘1丁目2番1号
座間市立総合福祉センター(サニープレイス座間)内

発行 座間市社会福祉協議会社会福祉法人

Email：info@zamashakyo.jp
TEL.046-266-1294 FAX.046-266-2009

フロム いーふくし

　コロナウイルスの影響を受けて困りごとを抱えた家庭の子どもたちと、その保護者を支援するため、
様々な視点での支援活動へ緊急配分を実施しています。

＊子どもの声を受け止めるチャイルドライン活動
＊孤食となる子どもたちへの配食活動
＊ひとり親、生活困窮者など生活に困っている方々に食料を無料で配布するフードパントリー
＊DV被害者支援活動など

　昨年、神奈川県では47
年ぶりに災害救助法が適
用され、台風19号におけ
る災害ボランティアセン
ター開設支援等に配分さ
れました。

＊栗の実保育園　　　　　　　　　大型プール整備
＊アガベ壱番館　　　　　　　　　電動ベッド（10台）購入
＊ウインディーザマ　　　　　　　事業活動用車両購入
＊ワーカーズコレクティブたすけっと→在宅福祉サービス実施に係る事業費
＊座間たすけあいワーカーズ風→在宅福祉サービス実施に係る事業費
＊社会福祉協議会事業費

　世界中に感染が広がった新型コロナウイルスの影
響で、人と人との接触する機会が減少したことによ
り、私たちは日々誰かとつながり、支えあってきた
ことの大切さに改めて気づかされました。
　今年の共同募金運動は「つながりをたやさない社会
づくり」を目指した支援事業・災害支援事業・地域づ
くりを応援目的に実施します。
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募

～つながりをたやさない社会づくりのために～

地域での民間福祉活動を行う
住民ボランティアを応援する募金です。
皆さまの温かいご支援ご協力をお願いいたします！

金 ！同共根羽い赤 今 年

運動期間  令和2年10月1日（木）～12月28日（月）
10月1日
より

も 始 ま り ま す

皆さまからの募金はこんなことに使われています

子どもと家族の支援  （全国キャンペーンによる緊急配分事業）  ～コロナ禍での緊急支援～

国内大規模災害時における被災者支援事業 座間市内においては以下の通り配分されました

　「子育てを応援してほしい人」と「子育てを応
援したい人」を地域の中でおつなぎし、育児の相
互援助活動を行う登録制の会員組織です。座間
市社会福祉協議会が座間市から受託しています。

■ファミリー・サポート協力会員の
　お仕事の内容
＊保育園・幼稚園・小学校・児童ホームの送迎。
＊保護者が帰宅するまでの預かり。
　（協力会員宅で行います）
＊冠婚葬祭や、リフレッシュしたい時の預かり。
☆空いているお時間で子育てのサポートを
　しませんか？

■協力会員になるには？
　市内在住で心身ともに健康な20歳以上の方。
（年齢制限ありません）当事業が実施する講習会
（全3日間）を受講した後、登録となります。

■報酬金について
550円／30分
利用者から450円／30分頂き、
当事業より100円／30分
お支払いしています。

　総合福祉センター2F奥に設置
していましたヘルストロンコー
ナーについては、コロナウイルス
感染拡大防止のため、令和2年3月
より使用中止としていましたが、
機器の経年使用による安全面の維
持が困難と判断し、事故防止の観
点から8月14日をもって閉鎖さ
せていただくことになりました。
　ご利用いただいておりました皆
さま方には大変ご迷惑をおかけい
たしますが、ご理解くださいます
ようお願いいたします。
　長い間ご利用いただきありがと
うございました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の対応を行います。
•講習会当日、もしくは前日に発熱のあった方は参加を控えてください。
•当日は、会場前での検温と手指消毒、講習時はマスク着用をお願い致します。
•講義と講義の間には、15分間の換気の時間を設ける予定です。
※講習会が、新型コロナウイルスの感染症の影響により急遽中止になることもありますのでご了承く
　ださい。

ファミリー・サポート事業とは？

お 知 ら せ

　令和2年7月1日から令和2年8月31日までにご寄付いただい
た方々は以下の通りです。ありがとうございました。 （順不同）
■浄財をご寄付いただいた方

●一般寄付　藤田義信様（20,000円）/匿名（100,000円）/匿名

（50,000円）/匿名（50,450円）

●指定寄付　匿名：アガペセンター様へ（31,780円）/座間市歯科

医師会様：ざま災害ボランティアネットワーク様へ（10,000円）

■物品をご寄付いただいた方

●一般寄付　しらかし会様（雑巾109枚）/匿名：（バスタオル・タ

オル）/匿名：（小型テレビ・掃除機・タオル類）/阿部薫様：（手作り

マスク）/匿名：（米3kg×2）/匿名：（おむつ10ケース・パッド10

ケース）/（株）シティコミュニケーションズ ザ・シティ南浦和店様：

（お菓子1850点）

●指定寄付　安藤史郎様：成光学園様へ

（オルゴール・レコードプレイヤー・レコード・万華鏡）

善意銀行は皆さまからのご寄付を受付けています。
※物品については新品・未使用のものに

限らせていただきます。
担　当：総務課 TEL：046-266-1294

～あなたの「善意」を福祉へ橋渡し～

善意銀行

昨年の赤い羽根街頭募金の様子
日本ボーイスカウト神奈川県連盟

座間第3団のみなさん

ファミリー・サポート事業

協力会員になるための講習会 2020
日　時

場　所

応募
方法

日目：令和2年11月12日（木） 9：00～12：30

日目：令和2年11月13日（金） 9：00～12：30

日目：令和2年11月19日（木） 13：00～16：00

1

2

3

サニープレイス座間3階  多目的室

サニープレイス座間3階  多目的室
令和2年11月7日（土） 13：00～16：00（受付：12：30～）

※全3日間の受講が必要です

定　員 10名（先着順）
令和2年10月1日（木）より、受付を開始します。直接窓口
（サニープレイス座間1階）もしくは電話（046-266-2003）
にてご応募ください。

ヘルストロンコーナー
（総合福祉センター）
閉鎖のお知らせ

昨年10月の講習会の様子

ふじ

あんどう せいこうがくえんし ろう

ざ ま し し

し かい さいがい

あ べかおる

みなみうらわてん

か

い

よしのぶた

今日から役立つ！介護の「か」の字
～市民のためのすぐに役立つ介護セミナー～

日　時

場　所

市内在住・在勤・在学の介護に興味のある方対　象

20名（10/30〆切り）定　員

無料参加費

座学：介護保険・認知症の基礎知識
演習：車いすの操作と介助方法

内　容

　超高齢社会をむかえ、介護への関心がますます高まっています。介護に興味のある方なら
どなたでもOK！一緒に介護の基本的な知識や技術を学んでみませんか？

マスク着用・動きやすい服装・
運動靴（スリッパは不可）

お申し込み・お問い合わせ：地域福祉課
TEL：046-266-2001 FAX：046-266-2009

　座間市では耳や言葉の不自由な人からの火災、救
急などの要請に迅速、的確に対応するため、緊急通
報用ファックスを海老名市、座間市、綾瀬市消防指
令センターに設置しています。
　11月9日(月)の119番の日に119番緊急通報訓
練を実施いたしますのでご協力をお願いします。

　聴覚障害協会会員及び市役所にファックス119登録
をされている方以外で119番ファックス通報訓練を希
望される方は下記担当までご連絡をお願いします。

聴覚や言語に障がいのある方へのお知らせです

担　当：座間市消防署 管理課指令係

FAX：046 - 2 56 - 2 215
TEL：046 - 2 56 - 2 211

緊急通報ファックス
「119番緊急通報訓練」を

実施します。

と き：令和2年11月9日（月）
通報先：局番なし119番
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