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座間市いっせいフードドライブ
ご協力ありがとうございました！！

座間あんしんセンター（日常生活自立支援事業）

ほっとカフェ
開店

コロナ対策の
ため、飲み物
の提供を中止
しています。

出入り自由です
お気軽におこしください

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。
お手伝いできること
＊福祉サービスの利用の相談と手続きの援助
＊金銭管理に関するアドバイス
＊日常生活に必要な預貯金の出し入れ
＊家賃や公共料金の支払い
お手伝いできない事
＊買い物・洗濯・介護・看護・通院の付き添い等
＊保証人や緊急連絡先となる事等
＊本人に代わって施設の入所契約や病院の入院手続き等
＊非日常な支払、資産の運用、確定申告、借金の返済等に関する事

“ほっとカフェ”は平成28年2月よ
り座間市立野台地域包括支援セン
ターが認知症の方やご家族様が
ほっとできるような場を作りたい
との想いで偶数月の毎週金曜日、
13：30～15：30で開催しています。
毎年12月は日程を変更して市民向
けの映画会を開催し、認知症に対
する理解や知識を広げています。
今年で5年目を迎える「ほっとカ
フェ」が認知症の方やご家族様に
とっての交流の場としてほっと安
心できる居場所づくりの一助にな
ればと思います。

今年度は、より多くの市民の皆さんにチョッピリ先生連絡
会の活動を知っていただくために「チョッピリ先生のつど
い」として、先生方の作品の展示と普段の活動の体験会を開
催します。
皆さまのご来場をお待ちしています。
＊今後の状況により、中止あるいは延期の可能性があります。

物忘れが気になる方、認知症
の方を介護されている方、コ
ロナ禍で溜めてしまっている
日頃の思いを、一緒にお話し
ませんか？
★感染予防対策をして
お待ちしております。

　座間市社協主催の『座間市いっせいフードド
ライブ』において、市内地区社協の皆さまにも
ご協力をいただき、約 1460点もの食品のご寄付
をいただくことができました。ご協力をいただ
き集まった食品はNPO法人ワンエイドさんを通
して必要な方にお届けすることができました。
「もったいない」を「ありがとう」へ、温かいご支
援とご協力をいただき誠にありがとうございま
した。

座間市にお住まいの判断力に不安を抱えている
高齢者や障がいをお持ちの方（介護保険証、手
帳の有無は関係ありません）

　赤い羽根共同募金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月末時点、皆さまからいただいた募金の合計は、
赤い羽根共同募金4,362,952円、
年末たすけあい共同募金3,911,152円となってお
ります。ご協力をいただきました市民の皆さま、自治
会の皆さま、企業・団体の皆さまに御礼申し上げます。
　また、今年は昨年度実施できなかった街頭での募金
活動も実施することが出来ました。ご協力いただきま
した皆さまには重ねて御礼申し上げます。
　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、
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
役立てられます。

　現在、座間市社会福祉協議会では「第4次座間
市地域福祉活動計画」を4月からの実施に向けて
策定を進めています。市民の皆さまからのアン
ケート結果や、全5回の策定委員会でのご意見を
活かして、「誰もが安心して暮らせる、ともに助
け合い支え合うまちづくり」を実現するための計
画策定を進めています。

【第4次座間市地域福祉活動計画】完成間近

赤い羽根共同募金・年末たすけあい募金

赤い羽根共同募金の様子 年末たすけあい募金の様子

第2回オンライン策定委員会開催の様子 第3回策定委員会開催の様子

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。皆さまのご協力のもと、たくさんの食品が集まりました！

座間あんしんセンターでは、皆様が安心して暮らせるように
福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理、大切な書類などの管理を契約に基づいてお手伝い致します。

福祉サービスの利用援助、金銭管理サービス対象の方

座間あんしんセンター
TEL：046-266-2025

立野台地域包括支援センター
TEL：046-266-2005

お問い合わせ

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

お問い合わせ

「チョッピリ先生のつどい」
開催のお知らせ

日 時

令和4年2月25日（金）
13：30～15：30

場 所

サニープレイス座間3階
多目的室

日 時 令和4年3月12日（土） 10：00～11：30
場 所 サニープレイス座間
※予定していた第32回チョッピリ先生まつりは中止になりました。

※感染拡大防止のため、急遽中止と
させていただく場合があります。

座間市社会福祉協議会様 _広報誌 _表面（Ｗ546mm×Ｈ406mm） 天

地

天

地
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広 告

社協福祉まつり企画
「居場所づくり実践～こども・みんなの食堂」の様子

第38回社協福祉まつりオンライン 絶賛公開中！

座間市老人クラブ連合会

ふれあい交流会

愛称：ソレイユざま

配布期間：令和4年1月～3月末日申込締切り：令和4年3月15日（火）

出会い ふれあい 少しの学び

■浄財をご寄付いただいた方

●一般寄付　株式会社ガイア様（859円）／座間市グラウンドゴルフ協会様（2,300円）／佐藤明子様（100,000円）／ドレーパー記念幼稚園

様（10,000円）／匿名希望の方々から（30,000円・460円）

●指定寄付　パン香房つちや様から子ども・みんなの食堂へ（22,740円）／匿名希望の方からざま災害ボランティアネットワークへ（10,000円）

／匿名希望の方から座間市社会福祉協議会へ（100,000円）／匿名希望の方々から子ども・みんなの食堂へ（100,000円・30,000円・4,100円・

9,200円・10,000円）／匿名希望の方から成光学園・こぼんのう・アクティブ・ママへ（90,000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62枚）／株式会社シティコミュニケーションズ様（お菓子・食品）計6回／長谷川富貴子様（お菓子・カレン

ダー・タオル）／中村未明様（米10kg）／県中央労働者福祉協議会様（タオル214本）／齊藤正子様（アルコールスプレー24本）／匿名希望の

方々から（米22kg・スポーツドリンク2本・小説本・紙パンツ4袋・尿取りパット・丸餅・きなこ・老眼鏡6本）

●指定寄付　橋口宏様からひだまりの家へ（りんご1ケース）／有限会社MYJホーム様から子育て支援事業へ（野菜）

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

（順不同）
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令和3年7月1日から令和3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。

座間市老人クラブ連合会（ソレイユざま）事務局
TEL：046-266-2001 FAX：046-266-2009

お問い合わせ

対 象
活動内容

おおむね60歳以上の市内在住者
経験や趣味を活かしたクラブ活動、地域でのボランティア活動など

　座間市障害者団体連合会と慈湧会『緑の家』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。
（新型コロナウィルス感染症対策を徹底し実施しました。）

　ソレイユざまでは、健康で、楽しく生きがいのある人生を送
るため、様々な事業を開催しております。
　市内には30クラブ、約1800名の会員が楽しく活動しています。
随時会員を募集しておりますので、お気軽に事務局にお問い合
わせください。

6名の新成人を祝い、市長をはじめとする来賓の方からお祝いの言葉をいた
だき祝福をうけました。（3名の方は都合により欠席）

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として演奏会を行い
ました。視覚障害のある双子の姉妹によるピアノ連弾で、グリーグのペール
ギュント組曲やドヴォルザークの交響曲第9番『新世界より』など素晴らしい
演奏会となりました。

　令和3年9月20日より、配信が開始されてい
ます「第38回社協福祉まつり～オンライン～」
ですが、現在も引き続き配信を行っています！
　まだ、ご覧になっていない方はこの機会に是
非ご覧ください！
　今回、初めてのオンラインでの開催となり
ましたが、今後も地域との繋がりを絶やすこ
との無いよう、活動を実践して行きたいと思
います。

令和4年1月14日（金）『成人を祝う会』

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

お問い合わせ：地域福祉課  TEL：046-266-2006

1991年ピティナピアノコンペティショ
ンデュオ部門初級全国大会奨励賞。
1997年ピティナピアノコンペティショ
ンデュオ部門上級全国大会第3位。姉妹
は大学卒業後、それぞれのソロ活動に
加えデュオ・ソロを組み合わせたスタイ
ルにて演奏会を開催。音楽へのあいが
こもった真摯な演奏とウィットに富ん
だ語りが「癒される演奏家」と各地で好
評。常に豊かな音を追い続けている

りえ・りさDuo プロフィール

第一部  成人を祝う会

座間市社会福祉協議会会長表彰 座間市社会福祉協議会会長感謝
＊長屋　昭夫

＊大矢　洋子

＊松丸　明子

＊伊藤　ふさ

＊長谷川昌夫

＊安藤　史郎

＊岩崎　治郎

＊安田　　忍

＊佐藤　道子

＊渡部　幹雄

＊鈴木　浩二

＊永田美智子

＊菊地　　孝

＊いづみソフト会

＊小松原いきいき会

＊相模が丘三丁目地区社会福祉協議会

＊相模が丘第四地区社会福祉協議会

＊星の谷地区社会福祉協議会

令和3年度 座間市社会福祉協議会会長表彰及び感謝
社会福祉に深い理解を示され多大な貢献をされた方々を表彰しています（敬称略・順不同）
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ほし
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ち く しゃ かい かいふく し ぎきょう

ち く しゃ かい かいふく し ぎきょう

や こ
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さき

あん し ろうどう

さ みち ことう

なべわた みき お

すず こう じき

やす しのぶだ きく たかしち

い とう

は せ がわ

ち こなが た み

こ

第二部  地域交流演奏会

総会にて市制50周年を記念して

暮らしにやさしい応援隊 生活支援情報 ざまげんきUP体操 介護予防情報 簡単レシピみんなのまちざま地域情報

生きがい活動紹介 オリジナルエコバック

体育館にてボッチャ大会

従来は会食形式で行っていた事業ですが、今年度は65歳以上のおひとり暮らしの方々が
ステイホームを楽しみながら活用することのできる情報をまとめてお届けします。

コツコツカレンダー・コツコツ脳トレ問題

座間市社会福祉協議会様 _広報誌 _中面（Ｗ546mm×Ｈ406mm） 天

地

天
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広 告

社協福祉まつり企画
「居場所づくり実践～こども・みんなの食堂」の様子

第38回社協福祉まつりオンライン 絶賛公開中！

座間市老人クラブ連合会

ふれあい交流会

愛称：ソレイユざま

配布期間：令和4年1月～3月末日申込締切り：令和4年3月15日（火）

出会い ふれあい 少しの学び

■浄財をご寄付いただいた方

●一般寄付　株式会社ガイア様（859円）／座間市グラウンドゴルフ協会様（2,300円）／佐藤明子様（100,000円）／ドレーパー記念幼稚園

様（10,000円）／匿名希望の方々から（30,000円・460円）

●指定寄付　パン香房つちや様から子ども・みんなの食堂へ（22,740円）／匿名希望の方からざま災害ボランティアネットワークへ（10,000円）

／匿名希望の方から座間市社会福祉協議会へ（100,000円）／匿名希望の方々から子ども・みんなの食堂へ（100,000円・30,000円・4,100円・

9,200円・10,000円）／匿名希望の方から成光学園・こぼんのう・アクティブ・ママへ（90,000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62枚）／株式会社シティコミュニケーションズ様（お菓子・食品）計6回／長谷川富貴子様（お菓子・カレン

ダー・タオル）／中村未明様（米10kg）／県中央労働者福祉協議会様（タオル214本）／齊藤正子様（アルコールスプレー24本）／匿名希望の

方々から（米22kg・スポーツドリンク2本・小説本・紙パンツ4袋・尿取りパット・丸餅・きなこ・老眼鏡6本）

●指定寄付　橋口宏様からひだまりの家へ（りんご1ケース）／有限会社MYJホーム様から子育て支援事業へ（野菜）

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

（順不同）

かぶしきがいしゃ

かぶしきがいしゃ

なかむら あきすえ

は せ ふ き こ

さい

はしぐちひろし ゆうげんがいしゃえむわいじぇい

とうまさ こけんちゅうおうろうどうしゃふくしきょうぎかい

がわ

こうぼう

せいこうがくえん

ざ ま し きょうかい さ とうあき こ き ちねん えんよう

令和3年7月1日から令和3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。

座間市老人クラブ連合会（ソレイユざま）事務局
TEL：046-266-2001 FAX：046-266-2009

お問い合わせ

対 象
活動内容

おおむね60歳以上の市内在住者
経験や趣味を活かしたクラブ活動、地域でのボランティア活動など

　座間市障害者団体連合会と慈湧会『緑の家』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。
（新型コロナウィルス感染症対策を徹底し実施しました。）

　ソレイユざまでは、健康で、楽しく生きがいのある人生を送
るため、様々な事業を開催しております。
　市内には30クラブ、約1800名の会員が楽しく活動しています。
随時会員を募集しておりますので、お気軽に事務局にお問い合
わせください。

6名の新成人を祝い、市長をはじめとする来賓の方からお祝いの言葉をいた
だき祝福をうけました。（3名の方は都合により欠席）

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として演奏会を行い
ました。視覚障害のある双子の姉妹によるピアノ連弾で、グリーグのペール
ギュント組曲やドヴォルザークの交響曲第9番『新世界より』など素晴らしい
演奏会となりました。

　令和3年9月20日より、配信が開始されてい
ます「第38回社協福祉まつり～オンライン～」
ですが、現在も引き続き配信を行っています！
　まだ、ご覧になっていない方はこの機会に是
非ご覧ください！
　今回、初めてのオンラインでの開催となり
ましたが、今後も地域との繋がりを絶やすこ
との無いよう、活動を実践して行きたいと思
います。

令和4年1月14日（金）『成人を祝う会』

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

お問い合わせ：地域福祉課  TEL：046-266-2006

1991年ピティナピアノコンペティショ
ンデュオ部門初級全国大会奨励賞。
1997年ピティナピアノコンペティショ
ンデュオ部門上級全国大会第3位。姉妹
は大学卒業後、それぞれのソロ活動に
加えデュオ・ソロを組み合わせたスタイ
ルにて演奏会を開催。音楽へのあいが
こもった真摯な演奏とウィットに富ん
だ語りが「癒される演奏家」と各地で好
評。常に豊かな音を追い続けている

りえ・りさDuo プロフィール

第一部  成人を祝う会

座間市社会福祉協議会会長表彰 座間市社会福祉協議会会長感謝
＊長屋　昭夫

＊大矢　洋子

＊松丸　明子

＊伊藤　ふさ

＊長谷川昌夫

＊安藤　史郎

＊岩崎　治郎

＊安田　　忍

＊佐藤　道子

＊渡部　幹雄

＊鈴木　浩二

＊永田美智子

＊菊地　　孝

＊いづみソフト会

＊小松原いきいき会

＊相模が丘三丁目地区社会福祉協議会

＊相模が丘第四地区社会福祉協議会

＊星の谷地区社会福祉協議会

令和3年度 座間市社会福祉協議会会長表彰及び感謝
社会福祉に深い理解を示され多大な貢献をされた方々を表彰しています（敬称略・順不同）
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第二部  地域交流演奏会

総会にて市制50周年を記念して

暮らしにやさしい応援隊 生活支援情報 ざまげんきUP体操 介護予防情報 簡単レシピみんなのまちざま地域情報

生きがい活動紹介 オリジナルエコバック

体育館にてボッチャ大会

従来は会食形式で行っていた事業ですが、今年度は65歳以上のおひとり暮らしの方々が
ステイホームを楽しみながら活用することのできる情報をまとめてお届けします。

コツコツカレンダー・コツコツ脳トレ問題
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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
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この広報紙「座間市しゃきょう」の作製には、社協会費や共同募金の配分金の一部が充てられています。ご家族やお知り合いで、座間市しゃきょう 「点字版」 「録音版」 を必要とされる方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。 TEL：046-266-1294

座間市いっせいフードドライブ
ご協力ありがとうございました！！

座間あんしんセンター（日常生活自立支援事業）

ほっとカフェ
開店

コロナ対策の
ため、飲み物
の提供を中止
しています。

出入り自由です
お気軽におこしください

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。
お手伝いできること
＊福祉サービスの利用の相談と手続きの援助
＊金銭管理に関するアドバイス
＊日常生活に必要な預貯金の出し入れ
＊家賃や公共料金の支払い
お手伝いできない事
＊買い物・洗濯・介護・看護・通院の付き添い等
＊保証人や緊急連絡先となる事等
＊本人に代わって施設の入所契約や病院の入院手続き等
＊非日常な支払、資産の運用、確定申告、借金の返済等に関する事

“ほっとカフェ”は平成28年2月よ
り座間市立野台地域包括支援セン
ターが認知症の方やご家族様が
ほっとできるような場を作りたい
との想いで偶数月の毎週金曜日、
13：30～15：30で開催しています。
毎年12月は日程を変更して市民向
けの映画会を開催し、認知症に対
する理解や知識を広げています。
今年で5年目を迎える「ほっとカ
フェ」が認知症の方やご家族様に
とっての交流の場としてほっと安
心できる居場所づくりの一助にな
ればと思います。

今年度は、より多くの市民の皆さんにチョッピリ先生連絡
会の活動を知っていただくために「チョッピリ先生のつど
い」として、先生方の作品の展示と普段の活動の体験会を開
催します。
皆さまのご来場をお待ちしています。
＊今後の状況により、中止あるいは延期の可能性があります。

物忘れが気になる方、認知症
の方を介護されている方、コ
ロナ禍で溜めてしまっている
日頃の思いを、一緒にお話し
ませんか？
★感染予防対策をして
　お待ちしております。

　座間市社協主催の『座間市いっせいフードド
ライブ』において、市内地区社協の皆さまにも
ご協力をいただき、約 1460点もの食品のご寄付
をいただくことができました。ご協力をいただ
き集まった食品はNPO法人ワンエイドさんを通
して必要な方にお届けすることができました。
「もったいない」を「ありがとう」へ、温かいご支
援とご協力をいただき誠にありがとうございま
した。

座間市にお住まいの判断力に不安を抱えている
高齢者や障がいをお持ちの方（介護保険証、手
帳の有無は関係ありません）

　赤い羽根共同募金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月末時点、皆さまからいただいた募金の合計は、
赤い羽根共同募金4,362,952円、
年末たすけあい共同募金3,911,152円となってお
ります。ご協力をいただきました市民の皆さま、自治
会の皆さま、企業・団体の皆さまに御礼申し上げます。
　また、今年は昨年度実施できなかった街頭での募金
活動も実施することが出来ました。ご協力いただきま
した皆さまには重ねて御礼申し上げます。
　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、
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
役立てられます。

　現在、座間市社会福祉協議会では「第4次座間
市地域福祉活動計画」を4月からの実施に向けて
策定を進めています。市民の皆さまからのアン
ケート結果や、全5回の策定委員会でのご意見を
活かして、「誰もが安心して暮らせる、ともに助
け合い支え合うまちづくり」を実現するための計
画策定を進めています。

【第4次座間市地域福祉活動計画】完成間近

赤い羽根共同募金・年末たすけあい募金

赤い羽根共同募金の様子 年末たすけあい募金の様子

第2回オンライン策定委員会開催の様子 第3回策定委員会開催の様子

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。皆さまのご協力のもと、たくさんの食品が集まりました！

座間あんしんセンターでは、皆様が安心して暮らせるように
福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理、大切な書類などの管理を契約に基づいてお手伝い致します。

福祉サービスの利用援助、金銭管理サービス対象の方

座間あんしんセンター
TEL：046-266-2025

立野台地域包括支援センター
TEL：046-266-2005

お問い合わせ

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

お問い合わせ

「チョッピリ先生のつどい」
開催のお知らせ

日 時

令和4年2月25日（金）
13：30～15：30

場 所

サニープレイス座間3階
多目的室

日 時 令和4年3月12日（土） 10：00～11：30
場 所 サニープレイス座間
※予定していた第32回チョッピリ先生まつりは中止になりました。

※感染拡大防止のため、急遽中止と
　させていただく場合があります。
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