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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

　赤い羽根並びに年末たすけあい募金運動については、
皆さまのご理解とご協力をいただきありがとうござい
ます。
12月末現在、寄付金額は、赤い羽根4,506,353円、
年末たすけあい3,923,293円となりました。
ご協力いただきました自治会の皆さま、市民の皆さま、
企業・団体のみなさまにお礼申しあげます。
　赤い羽根共同募金は、子ども、高齢者、障がい者な
どを支援するさまざまな福祉活動や、災害時支援に役
立てられます。年末たすけあい募金は市内障がい者作
業所・福祉団体・ボランティア団体への支援や地域福
祉の推進のために配分されます。

どちらの募金も3月31日まで受付けております。
引き続きご協力をよろしくお願いいたします。

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少があった
世帯の生活資金需要に対応するための「緊急小口資金」「総合
支援資金」ともに、申請期限が【令和3年3月末まで】延長
となりました。
　「総合支援資金」については、償還開始までに自立相談支援
機関での相談支援を受けていただく必要がございます。 　座間市しゃきょう（167号）（令和2年9月28日発行）において、

1面 赤い羽根共同募金　配分先施設名の記載に誤りがありました。
訂正してお詫び申し上げます。

　『みんなのまちざま』は、お住まいの地域で行われている活動の
情報誌として作成いたしました。みなさんの地域を知る・活動を
始めるきっかけの一助となれば幸いです。
　掲載内容は現在把握している地域活動です。
今回掲載されていない地域の活動情報がありまし
たら、お知らせください。
　生活支援コーディネーターが地域に出向き
情報の収集・発信の充実に努めます。

＊冊子はサニープレイス座間（総合福祉センター）のほか、市内コ
　ミュニティセンター・公民館・文化センター・地域包括支援セン
　ター内に設置しています。

＊新型コロナウィルス感染症対策の為、活動を休止されている場
　合があります。詳細はお問い合わせ下さい。
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高齢者のための地域再発見ガイド『みんなのまちざま』発行しました

赤い羽根共同募金・年末たすけあい募金

お

令和3年2月4日（木）・2月5日（金）※全2日間
午前 10時～午後4時（受付  午前9時30分）

ハーモニーホール座間2F 大会議室（座間市緑ケ丘1 -1 -2）

知 ら せ 相武台みんなの食堂プロジェクト 準備中

　令和2年9月1日から令和2年12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　佐藤道子様（100,000円）/座間市グラウンド・ゴルフ協会様

（2,500円）/NPO法人祭工房様（100,000円）/ドレーパー記念幼稚園様

（10,000円）

●指定寄付　ひばりが丘第二自治会様からざま災害ボランティアネットワー

ク様へ（5,000円）/ひばりが丘第二地区社会福祉協議会様からざま災害ボラン

ティアネットワーク様へ（5,000円）/中山悦夫様からざま災害ボランティア

ネットワーク様へ（10,000円）/川口淳三様からえのきの里様へ（100,000円）

/匿名希望の方々から さくらんぼ様へ（30,000円）・成光学園様へ（30,000

円）・アクティヴ・ママ様へ（30,000円）／子ども食堂へ（100,000円）

■物品をご寄付いただいた方

●一般寄付　(株)シティコミュニケーションズ様（お菓子・食品等）合計9回

／望月光代様（おむつ）／ヒダ塗料店様（エタノール一斗缶）/匿名希望の

方々から 布マスク／米5kg・3kg×4・ラップ43本・石鹸・餅×5・焼きのり×

5・きな粉×5／造花・手提げ袋

●指定寄付　齊藤正子様から栗原ホーム様へ（おむつ等）／ざま災害ボラン

ティアネットワーク様から座間市社会福祉協議会へ（感染症予防ガウン）/

匿名希望の方々から 成光学園様へ（学習用問題集）／座間市社会福祉協議

会へ（手指除菌用足踏みスタンド・日本語教育教材）

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
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お問い合わせ：地域福祉課 生活支援コーディネーター TEL：046-266-2006  FAX：046-266-2009

赤い羽根共同募金の様子 年末たすけあい募金の様子

記 事 の 訂 正 と お 詫 び

誤 アガベ壱番館 正 アガペ壱番館

　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。

　「みんなの食堂」は、私たちの住む街「ざま」をだれもが安心して暮らせる
街を目指します。また、みんなの食堂を通じて、食品ロスを減らす取り組
みや、貧困の格差のない街づくりの仕掛けを作っていきます。

　子育てサポーター育成事業の一環として、相武台地区において、子
どもがひとりで食事をする「孤食」ではなく、みんなで楽しくご飯を
食べられる居場所づくり「みんなの食堂プロジェクト」を実施します。

日程及び場所：現在調整中（詳細は担当にお問い合わせください）
　　　　　　  ※定期的に開催いたします。
実  施  内  容：拠点において調理を行い、食事を提供します。
　　　　　　  ※協力者を募集しています。
　本プロジェクトを一緒に進める協力者を募集しております。
　協力者の例としては下記のようなものがあります。
　食堂サポーター
　子ども食堂全般の運営を行います。
　※[お料理を作るのが得意][子どもたちの笑顔が見たい][夕方にお時間が
　　作れる]そんな人に最適です。月1回サポーターミーティングを実施し
　　ます。
　おすそ分けサポーター
　直接的なかかわりはできないけど、畑で採れた野菜や、自宅で消費しき
　れない食材の寄付をお願いいたします。事前にご連絡いただき、直接お
　届けいただくか、社会福祉協議会にご連絡ください。
　配達サポーター
　食堂に来ることができない子どもや世帯にお弁当としてお届けします。
　※目いっぱいの時間はないけど、30分くらいは時間がある方に最適です。
　あしながサポーター
　直接的なかかわりはできないけど、子ども食堂の運営を資金面から支え
　ていただけると助かります。社会福祉協議会の善意銀行を活用します。

　座間市訪問型サービスAとは？
　介護保険の要介護認定を受けた「要支援1」「要支援2」の方、基本チェッ
　クリストにより「事業対象者」と認定された方（以下、ご利用者）のお宅を
　訪問し、掃除や洗濯、買い物代行、料理など生活支援に特化したホーム
　ヘルプサービスです。
　※ご利用者の身体に触れる介助（食事や入浴、トイレ、着替え、
　　移動などの身体介助）は行いません。
　どんな研修をするの？
　「介護保険制度の理解」や「ご利用者の尊厳の保持・自立支援」、「認知症
　の理解」などについての講義（座学）や演習を行います。
　ご確認ください
　本研修は座間市訪問型サービスAに従事するヘルパーさんを養成する講
　座です。介護関係の資格をお持ちでない方でも、本研修の全日程を修了
　し、座間市シルバー人材センターに入会することで、
　座間市訪問型サービスAのヘルパーとして従事する
　ことが出来ます。

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。

【支援の流れ】

早期の生活再生

１

２

３

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
生活福祉資金貸付制度における

緊急小口資金等の特例貸付の実施について

お問い合わせ：生活相談課
TEL：046-266-2004 メール：shikin＠zamashakyo.jp

お問い合わせ：子育てサポーター育成事業
TEL：046-266-2001 FAX：046-266-2009

お申し込み・お問い合わせ：介護人材育成事業
TEL：046-266-2001 FAX：046-266-2009

家計改善支援事業 家計の立て直しをアドバイスします

プロジェクト概要

＊持続性のあるふくしの街づくりに向けて

座間市訪問型サービスA従事者研修 ～受講生募集～

★★高齢者のちょっとしたお手伝い！
あなたも「担い手」になりましょう！★★

日時

場所
①座間市在住の概ね60歳以上の方
②研修全日程（2日間）を受講できる方

対象

15名（定員に達し次第、締め切ります）定員
T EL・FA X・窓口にて受付申込み 令和3年1月29日（金）まで〆切り

無料

チラシ・お申し込み用紙はコチラ▶

受講料

座間市社会福祉協議会様 _広報誌 _表面（Ｗ546mm×Ｈ406mm） 天
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広 告

座間市社会福祉協議会会長表彰

地域交流演奏会

森藤 秀京氏

座間市社会福祉協議会会長感謝
＊（故）加田歌子

＊山上松義

＊長井　渉

＊吉川　明

＊山歩きサークル「ブロッケン」

＊新田宿地区社会福祉協議会

＊座間地区社会福祉推進協議会

＊鈴鹿長宿地区社会福祉協議会

＊佐藤明夫・佐藤明子

＊学校法人大塚平安学園
　ドレーパー記念幼稚園

＊座間市商工会青年部

＊株式会社仲屋商事
　新鮮市場なかや 座間入谷店

　座間市障害者団体連合会は、障がいのある方の新たな門出を祝うため『成人を祝う会』をハーモニー
ホール座間で行いました。今年度は新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、『地域交流演奏会』を開催
いたしました。　令和3年3月に開催を予定していた『第32回チョッピリ先生まつり』を新型コロナウィルスの感染症対策の為、中止とさ

せていただきます。
※『チョッピリ先生まつり』は毎年3月に会員相互のふれあい・交流を深め連絡会活動を広く市民に周知することを目的に
　『技術を伝える・教える』体験教室を中心に開催しています。

免許や資格がなくてもこれなら『ちょっぴり教えること
が出来る！』をモットーに、座間市内にお住いの60歳以上の
知恵や技術を持った方が、社会貢献・地域との交流・生きがい
を目的に活動しています。
趣味を活かして活動に参加してみませんか？
お気軽にお問い合わせください。

　障がい者の自立を図るとともに、音楽を通して障がい者本人や家
族の社会参加、障がいの有無を問わない地域交流を促すことを目的
に慈湧会「緑の家」と共催で、視覚障がいのある箏奏者、森藤秀京氏
を招いて演奏会が行われました。
　箏・鼓・オーボエ・チェロの和楽器と洋楽器が共演し素晴らしいハー
モニーを奏でていました。

　10歳の時、箏をはじめる。53歳の時に視力の低下などが進み、65歳の時に網膜色素変性症
と診断された。今まで当たり前にできていた日常生活が奪われ、不安や恐怖
と隣り合わせで過ごす中で、救いとなったのは、音楽（箏）の世界であった。
　今回初めて行う和楽器と洋楽器の共演は、視覚障がい者としての自分へ
の挑戦！
　こどもの時から大好きであった虹。演奏曲「虹馬の祈り」に、これからの
世の中が平和になりますようにと祈りを込めた。
　80歳を迎え、今新たな人生のスタートラインに立っている。

令和2年度  座間市福祉表彰式（令和2年10月25日）
座間市社会福祉協議会会長表彰

令和3年1月15日（金）『成人を祝う会』

社会福祉に深い理解を示され、多大な貢献をされた方へ当会会長より表彰を行いました。（敬称略・順不同）

お問い合わせ：地域福祉課 座間市障害者団体連合会事務局 TEL：046-266-2001 FAX：046-266-2009

「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・児童ホーム等の送迎。
＊保護者が帰宅するまでの預かり。
　（協力会員宅で行います）
＊保護者の休息・冠婚葬祭・学校行事等の預かり。
☆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。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の対応を行います。
•講習会当日、もしくは前日に発熱があった場合は参加を中止してください。
•当日は、会場前での検温と手指消毒、講習時はマスク着用となります。
•講義と講義の間には、15分間の換気の時間を設けます。
※講義が、新型コロナウイルス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？
ファミリー・サポート事業

協力会員になるための講習会
日　時

場　所

応募
方法

日目：令和3年2月1 2日（金） 13：00～16：30

日目：令和3年2月1 9日（金） 13：00～16：30

日目：令和3年2月26日（金） 13：00～16：00

1

2

3

サニープレイス座間3階  多目的室
※全3日間の受講が必要です

定　員 10名（先着順）
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。

第一部

成人を祝う会

コロナウィルス感染拡大防止のため、
式典は中止といたしましたが、新成人
をむかえられた方に記念品を贈呈いた
しました。

第二部

【プロフィール】
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チョッピリ先生まつり中止のお知らせ第32回

座間市チョッピリ先生連絡会って？

お問い合わせ：座間市チョッピリ先生連絡会 事務局 TEL：046-266-2001（座間市社会福祉協議会内）
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広 告

座間市社会福祉協議会会長表彰

地域交流演奏会

森藤 秀京氏

座間市社会福祉協議会会長感謝
＊（故）加田歌子

＊山上松義

＊長井　渉

＊吉川　明

＊山歩きサークル「ブロッケン」

＊新田宿地区社会福祉協議会

＊座間地区社会福祉推進協議会

＊鈴鹿長宿地区社会福祉協議会

＊佐藤明夫・佐藤明子

＊学校法人大塚平安学園
　ドレーパー記念幼稚園

＊座間市商工会青年部

＊株式会社仲屋商事
　新鮮市場なかや 座間入谷店

　座間市障害者団体連合会は、障がいのある方の新たな門出を祝うため『成人を祝う会』をハーモニー
ホール座間で行いました。今年度は新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、『地域交流演奏会』を開催
いたしました。　令和3年3月に開催を予定していた『第32回チョッピリ先生まつり』を新型コロナウィルスの感染症対策の為、中止とさ

せていただきます。
※『チョッピリ先生まつり』は毎年3月に会員相互のふれあい・交流を深め連絡会活動を広く市民に周知することを目的に
　『技術を伝える・教える』体験教室を中心に開催しています。

免許や資格がなくてもこれなら『ちょっぴり教えること
が出来る！』をモットーに、座間市内にお住いの60歳以上の
知恵や技術を持った方が、社会貢献・地域との交流・生きがい
を目的に活動しています。
趣味を活かして活動に参加してみませんか？
お気軽にお問い合わせください。

　障がい者の自立を図るとともに、音楽を通して障がい者本人や家
族の社会参加、障がいの有無を問わない地域交流を促すことを目的
に慈湧会「緑の家」と共催で、視覚障がいのある箏奏者、森藤秀京氏
を招いて演奏会が行われました。
　箏・鼓・オーボエ・チェロの和楽器と洋楽器が共演し素晴らしいハー
モニーを奏でていました。

　10歳の時、箏をはじめる。53歳の時に視力の低下などが進み、65歳の時に網膜色素変性症
と診断された。今まで当たり前にできていた日常生活が奪われ、不安や恐怖
と隣り合わせで過ごす中で、救いとなったのは、音楽（箏）の世界であった。
　今回初めて行う和楽器と洋楽器の共演は、視覚障がい者としての自分へ
の挑戦！
　こどもの時から大好きであった虹。演奏曲「虹馬の祈り」に、これからの
世の中が平和になりますようにと祈りを込めた。
　80歳を迎え、今新たな人生のスタートラインに立っている。

令和2年度  座間市福祉表彰式（令和2年10月25日）
座間市社会福祉協議会会長表彰

令和3年1月15日（金）『成人を祝う会』

社会福祉に深い理解を示され、多大な貢献をされた方へ当会会長より表彰を行いました。（敬称略・順不同）

お問い合わせ：地域福祉課 座間市障害者団体連合会事務局 TEL：046-266-2001 FAX：046-266-2009

「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・児童ホーム等の送迎。
＊保護者が帰宅するまでの預かり。
　（協力会員宅で行います）
＊保護者の休息・冠婚葬祭・学校行事等の預かり。
☆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。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の対応を行います。
•講習会当日、もしくは前日に発熱があった場合は参加を中止してください。
•当日は、会場前での検温と手指消毒、講習時はマスク着用となります。
•講義と講義の間には、15分間の換気の時間を設けます。
※講義が、新型コロナウイルス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？
ファミリー・サポート事業

協力会員になるための講習会
日　時

場　所

応募
方法

日目：令和3年2月1 2日（金） 13：00～16：30

日目：令和3年2月1 9日（金） 13：00～16：30

日目：令和3年2月26日（金） 13：00～16：00

1

2

3

サニープレイス座間3階  多目的室
※全3日間の受講が必要です

定　員 10名（先着順）
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。

第一部

成人を祝う会

コロナウィルス感染拡大防止のため、
式典は中止といたしましたが、新成人
をむかえられた方に記念品を贈呈いた
しました。

第二部

【プロフィール】
もり ふじ しゅうきょう

こ
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よし かわ
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チョッピリ先生まつり中止のお知らせ第32回

座間市チョッピリ先生連絡会って？

お問い合わせ：座間市チョッピリ先生連絡会 事務局 TEL：046-266-2001（座間市社会福祉協議会内）
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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

　赤い羽根並びに年末たすけあい募金運動については、
皆さまのご理解とご協力をいただきありがとうござい
ます。
12月末現在、寄付金額は、赤い羽根4,506,353円、
年末たすけあい3,923,293円となりました。
ご協力いただきました自治会の皆さま、市民の皆さま、
企業・団体のみなさまにお礼申しあげます。
　赤い羽根共同募金は、子ども、高齢者、障がい者な
どを支援するさまざまな福祉活動や、災害時支援に役
立てられます。年末たすけあい募金は市内障がい者作
業所・福祉団体・ボランティア団体への支援や地域福
祉の推進のために配分されます。

どちらの募金も3月31日まで受付けております。
引き続きご協力をよろしくお願いいたします。

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少があった
世帯の生活資金需要に対応するための「緊急小口資金」「総合
支援資金」ともに、申請期限が【令和3年3月末まで】延長
となりました。
　「総合支援資金」については、償還開始までに自立相談支援
機関での相談支援を受けていただく必要がございます。 　座間市しゃきょう（167号）（令和2年9月28日発行）において、

1面 赤い羽根共同募金　配分先施設名の記載に誤りがありました。
訂正してお詫び申し上げます。

　『みんなのまちざま』は、お住まいの地域で行われている活動の
情報誌として作成いたしました。みなさんの地域を知る・活動を
始めるきっかけの一助となれば幸いです。
　掲載内容は現在把握している地域活動です。
今回掲載されていない地域の活動情報がありまし
たら、お知らせください。
　生活支援コーディネーターが地域に出向き
情報の収集・発信の充実に努めます。

＊冊子はサニープレイス座間（総合福祉センター）のほか、市内コ
　ミュニティセンター・公民館・文化センター・地域包括支援セン
　ター内に設置しています。

＊新型コロナウィルス感染症対策の為、活動を休止されている場
　合があります。詳細はお問い合わせ下さい。
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高齢者のための地域再発見ガイド『みんなのまちざま』発行しました

赤い羽根共同募金・年末たすけあい募金

お

令和3年2月4日（木）・2月5日（金）※全2日間
午前 10時～午後4時（受付  午前9時30分）

ハーモニーホール座間2F 大会議室（座間市緑ケ丘1 -1 -2）

知 ら せ 相武台みんなの食堂プロジェクト 準備中

　令和2年9月1日から令和2年12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　佐藤道子様（100,000円）/座間市グラウンド・ゴルフ協会様

（2,500円）/NPO法人祭工房様（100,000円）/ドレーパー記念幼稚園様

（10,000円）

●指定寄付　ひばりが丘第二自治会様からざま災害ボランティアネットワー

ク様へ（5,000円）/ひばりが丘第二地区社会福祉協議会様からざま災害ボラン

ティアネットワーク様へ（5,000円）/中山悦夫様からざま災害ボランティア

ネットワーク様へ（10,000円）/川口淳三様からえのきの里様へ（100,000円）

/匿名希望の方々から さくらんぼ様へ（30,000円）・成光学園様へ（30,000

円）・アクティヴ・ママ様へ（30,000円）／子ども食堂へ（100,000円）

■物品をご寄付いただいた方

●一般寄付　(株)シティコミュニケーションズ様（お菓子・食品等）合計9回

／望月光代様（おむつ）／ヒダ塗料店様（エタノール一斗缶）/匿名希望の

方々から 布マスク／米5kg・3kg×4・ラップ43本・石鹸・餅×5・焼きのり×

5・きな粉×5／造花・手提げ袋

●指定寄付　齊藤正子様から栗原ホーム様へ（おむつ等）／ざま災害ボラン

ティアネットワーク様から座間市社会福祉協議会へ（感染症予防ガウン）/

匿名希望の方々から 成光学園様へ（学習用問題集）／座間市社会福祉協議

会へ（手指除菌用足踏みスタンド・日本語教育教材）

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
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お問い合わせ：地域福祉課 生活支援コーディネーター TEL：046-266-2006  FAX：046-266-2009

赤い羽根共同募金の様子 年末たすけあい募金の様子

記 事 の 訂 正 と お 詫 び

誤 アガベ壱番館 正 アガペ壱番館

　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。

　「みんなの食堂」は、私たちの住む街「ざま」をだれもが安心して暮らせる
街を目指します。また、みんなの食堂を通じて、食品ロスを減らす取り組
みや、貧困の格差のない街づくりの仕掛けを作っていきます。

　子育てサポーター育成事業の一環として、相武台地区において、子
どもがひとりで食事をする「孤食」ではなく、みんなで楽しくご飯を
食べられる居場所づくり「みんなの食堂プロジェクト」を実施します。

日程及び場所：現在調整中（詳細は担当にお問い合わせください）
　　　　　　  ※定期的に開催いたします。
実  施  内  容：拠点において調理を行い、食事を提供します。
　　　　　　  ※協力者を募集しています。
　本プロジェクトを一緒に進める協力者を募集しております。
　協力者の例としては下記のようなものがあります。
　食堂サポーター
　子ども食堂全般の運営を行います。
　※[お料理を作るのが得意][子どもたちの笑顔が見たい][夕方にお時間が
　　作れる]そんな人に最適です。月1回サポーターミーティングを実施し
　　ます。
　おすそ分けサポーター
　直接的なかかわりはできないけど、畑で採れた野菜や、自宅で消費しき
　れない食材の寄付をお願いいたします。事前にご連絡いただき、直接お
　届けいただくか、社会福祉協議会にご連絡ください。
　配達サポーター
　食堂に来ることができない子どもや世帯にお弁当としてお届けします。
　※目いっぱいの時間はないけど、30分くらいは時間がある方に最適です。
　あしながサポーター
　直接的なかかわりはできないけど、子ども食堂の運営を資金面から支え
　ていただけると助かります。社会福祉協議会の善意銀行を活用します。

　座間市訪問型サービスAとは？
　介護保険の要介護認定を受けた「要支援1」「要支援2」の方、基本チェッ
　クリストにより「事業対象者」と認定された方（以下、ご利用者）のお宅を
　訪問し、掃除や洗濯、買い物代行、料理など生活支援に特化したホーム
　ヘルプサービスです。
　※ご利用者の身体に触れる介助（食事や入浴、トイレ、着替え、
　　移動などの身体介助）は行いません。
　どんな研修をするの？
　「介護保険制度の理解」や「ご利用者の尊厳の保持・自立支援」、「認知症
　の理解」などについての講義（座学）や演習を行います。
　ご確認ください
　本研修は座間市訪問型サービスAに従事するヘルパーさんを養成する講
　座です。介護関係の資格をお持ちでない方でも、本研修の全日程を修了
　し、座間市シルバー人材センターに入会することで、
　座間市訪問型サービスAのヘルパーとして従事する
　ことが出来ます。

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。

【支援の流れ】

早期の生活再生

１

２

３

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
生活福祉資金貸付制度における

緊急小口資金等の特例貸付の実施について

お問い合わせ：生活相談課
TEL：046-266-2004 メール：shikin＠zamashakyo.jp

お問い合わせ：子育てサポーター育成事業
TEL：046-266-2001 FAX：046-266-2009

お申し込み・お問い合わせ：介護人材育成事業
TEL：046-266-2001 FAX：046-266-2009

家計改善支援事業 家計の立て直しをアドバイスします

プロジェクト概要

＊持続性のあるふくしの街づくりに向けて

座間市訪問型サービスA従事者研修 ～受講生募集～

★★高齢者のちょっとしたお手伝い！
あなたも「担い手」になりましょう！★★

日時

場所
①座間市在住の概ね60歳以上の方
②研修全日程（2日間）を受講できる方

対象

15名（定員に達し次第、締め切ります）定員
T EL・FA X・窓口にて受付申込み 令和3年1月29日（金）まで〆切り

無料

チラシ・お申し込み用紙はコチラ▶

受講料
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