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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

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。

ご参加
お待ちして
おります

「さがそう・みつけよう・つながろう～未来への第一歩～」です。
第4次座間市地域福祉活動計画のもと第39回社協福祉まつりは、市内で活躍している福祉団体や企業の
活動を広く市民の方に知っていただき、福祉及び地域への興昧・関心・理解の広がりを目指します！

今年の福祉まつりのテーマ
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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。

広 告

お問い合わせ：立野台地域包括支援センター TEL：046-266-2005

　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
禍で溜め込んでしまった日頃の思いを、一緒にお話しませんか？ 　“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最終金曜日、13：30～15：30で開催し
ています。毎年12月に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。様々な不安
の募る日々が続きますが、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
思い活動を続けています。

★感染予防対策をしてお待ちしております。
＊コロナ対策のため、飲み物の提供は中止しています。

ほっとカフェ

開催期間

10月28日（金） 13：30～15：30

※出入り自由です、お気軽にお越しください。
（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。）

開催第39回 社 協 福 ま つ り祉

令和4年9月1日（木）　  9月30日（金）
※9月19日（月・祝）については、10：00～14：30
※中止の揚合は、 座間市社会福祉協議会HPにてお知らせいたします。

令和4年
9月19日（月・祝）

10：00 ハーモニーホール座間

サニープレイス座間

大ホール

ギャラリー
会議室 フードドライブ

高齢者・障がい者の作品展／趣味の作品展

第49回福祉大会
表彰・福祉作文発表他

10：00～14：30

当 日

市の烏「シジュウカラ」をモチーフに座問市社協のオリジナルキャラクターが生まれました。 

座間市の大凧を背負い、座間市の平和を願って羽ばたきます。

このキャラクターの名前は、社協福祉まつりの期間内に市民の皆さまに投票していただき、

10月1日（土）に決定いたします。

開 催

日　時

場　所 サニープレイス座間3階  研修室
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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

に こ に こ ひ わま 運り 会動

　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、事前に連絡をお願いします。

地域貢献型自動販売機は、売上げの一部（取扱手数料収入として）を座間市
社会福祉協議会にご寄付いただくというものです。その売上げの一部は主
にボランティア活動への支援や中高生のボランティア体験、災害ボランティ
ア活動や運営、座間市社会福祉協議会、広報活動費等に活用させていただ
いています。自動販売機の管理（商品補充・故障時の対応・空き容器の回収・
つり銭・電気料等）は全て販売業者が行い、また設置にあたっての費用のご
負担はありません。
※およそ1m2、高さ183cmのスペースがあれば設置可能で
す。設置条件により種類変更も可能です。自動販売機は
販売業者の決定後に契約を行い、設置日程を決定します。

　6月25日（土）スカイアリー
ナにて座間市障害者団体連
合会主催のにこに こひまわ
り運動会が実施されました。 
イオンモール座間様、伊藤
園様より飲料をご提供いた
だきまして、大成功をおさ
めることができました。大
変ありがとうございました。

◎光熱費や家賃、税金が払えない
◎年金だけでは生活がまわらない
◎学費や奨学金返済で困っている
◎収入が不安定なので家計管理が上手くできない
◎仕事は決まったが、給与日までの生活費が足りない
◎住宅ローンの返済がきつい
◎生活に必要な収入の目途を知りたい
◎借金の事を誰にも相談できなくて苦しい

◎各種滞納問題の解消に向けていっしょに考えます
◎借金問題は、必要に応じて法律家を紹介、同行しサポートします
◎安心して暮らすために必要な生活費をいっしょに考えます
◎家計の見直し、お金の管理方法をいっしょに考えます
◎家計の見直しについて、アドバイスや情報提供をします

≪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≫
　自立生活を送るうえで、一時的に資金が必要となった世帯に資金
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。

生活福祉資金貸付制度 家計改善支援事業 家計の立て直しをアドバイスしますご 相 談 く だ さ い

このようなことで困っていませんか？

お問い合わせ：生活相談係 TEL：046-266-2004

お問い合わせ：
ボランティアセンター

　「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。

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、10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

学習支援

お手伝い

保 育

演 奏

作 業

イベント

活動

活動

LINEも
あります

活動

活動

活動

活動

ボランティア募集

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4年10月13日（木） 9：00～12：20

日目：令和4年10月17日（月） 9：00～12：20

日目：令和4年10月18日（火） 9：30～12：30

1

2

3

サニープレイス座間3階  研修室
※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2階）
もしくは電話（046-266-2003）にて
ご応募ください。

希望に沿った活動を一緒に探し、
調整等のお手伝いをします

設置例
社会貢献していただける方、

座間市社会福祉協議会総務課にお問い合わせください。
皆さんでより良い地域づくりをしましょう！

設置して下さる個人・団体・企業の方を募集しています

社 会 貢 献 型 の 自 動 販 売 機

【お問い合わせ】 総務課 総務係 TEL：046-266-1294

広 告
初心者から経験者まで丁寧に指導いたします！

書暦：約30年
資格
書道研究書華会師範
日本習字指導者資格
神戸笹波会教師資格
文科省後援
毛筆書写検準1級
文科省後援
硬筆書写検2級
日本刻字協会無監査

※詳しくはホームページをご覧ください。

※その他、別途テキスト・用具代がかかります。（提出課題規定用紙など）

TEL：046-266-2002

澤動物病院へ
設置した自動
販売機です。
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■浄財をご寄付いただいた方

●一般寄付　シニア麻雀クラブ・座間様（2,820円）／座問市グラウンドゴルフ協会様（1,800円）／県営ハイム立野親和会様

（5,000円）／今村義紀様（1,000円）／佐藤明子様（100,000円）／戸大建設工業株式会社様（50,000円）／はなみずきの会様

（40,000円）／匿名希望の方々から（18,545円）

●指定寄付　藤田義信様からみんなの食堂へ（2,670円）

■物品をご寄付いただいた方

●一般寄付　株式会社シティコミュニケーションズ様（お菓子、食品、日用品）計8回／さがみ農協座間市稲作研究会様（米60kg）

／原口博様（マスク900枚）／古木幹夫様（マスク 200枚）／飯塚富士雄様（玄米30kg）／馬場輝夫様（なす・きゅうり70本）／合同

会社ノンノ川端憲子様（子ども用冷感マスク66枚）／まさきや様（冷凍餃子660個）／匿名希望の方々から（米11kg· 参考書• さく

らんぼ）

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。

お問い合わせ：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）
令和4年4月1日から令和4年6月30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。

令和3年度  座間市社会福祉協議会  事業報告・決算
　令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、予定していた当初の計画の中止や延期、あるいは代替的な方
法へ切り替え等、事業実施に大きな影響を受けました。
　そのような中でも市民の皆さまや関係機関等と連携しながら、第3次座間市地域福祉活動計画に掲げた以下の5点の福祉
重点項目を推し進めてきました。

　また令和3年度は第3次座間市地域福祉活動計画の最終
年度でもあり、市民の皆さまにご協力いただいたアンケー
ト調査結果をもとに、活動計画策定委員の方々と課題や可
能性の整理を行いつつ計画の方向性の議論を重ね、多様性
のある実現可能な第4次座間市地域福祉活動計画を策定し
ました。
　今後もコロナ禍による生活困窮者支援や子どもの貧困対
策、孤立した世帯への見守りなど、多様化する生活課題や
新たな福祉課題に取り組むべく、社会福祉協議会として市
民の皆さまとのつながりを深めるとともに、課題解決に向
けて積極的に事業展開を行ってまいります。引き続きご協
力・ご支援をよろしくお願いいたします。

事業計画及び予算、事業報告及び決算についての詳細はホームページにてご覧いただけます
※経理区分の改編並びに通帳統合による残高整理によるものです。

■会費収入
　5,690,130
■寄附金収入
　1,025,220
■経常経費補助金収入
　104,881,500
■受託金収入
　167,309,390
■事業収入
　28,422,887
■介護保険事業等収入
　42,762,328
■その他の収入
　134,585,336（※）

■人件費支出
　238,069,434
■事業費支出
　123,498,625
■事務費支出
　59,925,389
■収益事業売上原価支出
　14,953,727
■助成金支出
　5,658,314
■その他の支出
　2,142,940（※）

まーじゃん
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収入決算（単位：円）
収入計484,676,791

  地域を見守り・
見守られる
環境づくり

福祉の
担い手づくり

誰もが
安心できる
居場所づくり

地域を支える
お金の

仕組みづくり

福祉情報を
得る

仕組みづくり

1 3 52 4

支出決算（単位：円）
支出計444,248,429


