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第39回社協福祉まつり第39回社協福祉まつり
たくさんのご参加、ありがとうございました！たくさんのご参加、ありがとうございました！たくさんのご参加、ありがとうございました！

8月に開催したプレイベント・フードドライブ・ZAMAんぷラリー・
マスコットキャラクターの愛称投票すべて合わせて1350名の参加がありました。

たくさんの皆様を笑顔にする企画になりましたでしょうか？
次回は第40回！どんな社協福祉まつりになるか、お楽しみに。

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）

表 彰 感 謝

ご協力、本当にありがとうございました。

ざまっぴぃのモチーフになった鳥は次のうちどれでしょう？

令和4年度 座間市社会福祉協議会会長表彰及び感謝

座間市社会福祉協議会マスコットキャ
ラクターの名前は皆様からの投票の結
果「ざまっぴぃ」に決定いたしました。
ざまっぴぃは座間市社会福祉協議会の
広告塔として活動してくれることで
しょう。温かく見守っていただけると
幸いです。

答えがわかった方は、ふれあい会館内の売店「ほほえみショップ」にて
答え合わせ！正解者にはざまっぴぃステッカーを差し上げます。
（プレゼント期間→2月1日～2月28日  土日祝日除く8：00～ 15：00）

社協福祉まつり 協賛企業
（順不同）有限会社ヒダ塗料店様

有限会社TSS様
株式会社服部工業様
社会福祉法人足跡の会様
有限会社日原自動車工場様
有限会社寿美吉様
一般社団法人座間青年会議所様
松村製綿株式会社様
一般社団法人座間市観光協会様
ますや酒店様
中北薬品株式会社　大和支店様
日産自動車株式会社座間営業所様

松本英七
長谷川クニ江
シルバー・ハーモニカ「華」
傾聴を学び、実践する会（ラポールの会）
相模が丘第一地区社会福祉協議会
小松原地区社会福祉協議会
緑ケ丘地区社会福祉協議会

祭囃子 若音会
東原地区社会福祉協議会

名前はざまっぴぃに
決まったよ

ニワトリ

ざまっぴぃステッカーGETクイズ

1 シジュウカラ2 カラス3

座間市

座間市社協
HP

座間市社協
Twitter

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。

〒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  社会福祉法人座間市社会福祉協議会

TEL.046-266-1294  FAX.046-266-2009
Email：info@zamashakyo.jp  URL：https://www.zamashakyo.jp/
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広 告

ご相談
下さい

訪問販売や悪質商法の
被害にあわないか心配 福祉サービスを利用したいが、

手続きがわからない

成年後見制度の
手続きがわからない

お金の管理が
一人ではできない

契約手続きが、一人では
不安、またはできない

自分が亡くなった後、
障がいのある子どものことが心配

通帳や印かん等、
大切な物をなくしてしまう

社協の権利擁護支援・三つの安心

座間市成年後見利用促進センター（令和4年4月1日開設～成年後見中核機関・市委託）
TEL.046-259-7451  FAX.046-266-2017

座間あんしんセンター（日常生活自立支援事業）
TEL.046-266-2025  FAX.046-266-2017

法人後見事業  TEL.046-266-2025  FAX.046-266-2017

◎平日の午前8時30分～午後5時
までお気軽に相談が出来ます。
◎総合的な相談を受け、必要な
時には関係機関や専門職相談
におつなぎします。
◎関係機関で支援の判断に迷う
時、専門職を交えての相談に
つなぎます。

◎福祉サービス利用援助
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
◎日常的金銭管理サービス
日常的に必要な預貯金の出し入れ・家賃や公共料金の支払い

利用料（1回）
生活保護受給者　（支援計画内）
生活保護受給者　（支援計画外の臨時支援）
住民税非課税者
住民税課税者　　（所得280万円未満）
住民税課税者　　（所得280万円以上）
住民税課税者　　（所得340万円以上）

対象の方
 ・座間市内在住の高齢の方や、障がいのある方で日常生活に支障がある方・契約能力およびサービス利用の意思がある方・ほかに支援をして
くれる人がなく、他のサービスだけでは安定した生活の維持が厳しい方

◎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。
お預かり出来るもの
 ・預貯金（定期・定額）の通帳等
 ・有価証券
 ・証書（保険証書・不動産権利証書年金証書等）
お預かりできない物
 ・宝石・貴金属・書画・骨董品・現金等
利用料（月額）：一律  500円
※このサービスは「福祉サービス利用援助」と合わせて
　のご利用となります。

◎成年後見の理解を広げるために
各種広報誌への掲載や、パンフ
レットの配布等を致します。

◎市民の方向けの講演会やセミ
ナーによる成年後見制度等の
周知・広報を行います。

◎申立方法や申立書の書き方等に
ついてご相談に応じます。
◎市民後見人の養成研修や継続研
修を行い、地域での権利擁護を
推進していきます。

◎親族後見人への成年後見活動の
支援を行います。

◎市民後見人への支援を行います。
◎後見人が孤立しないよう地域や
関係機関と連携できるチーム作
りを目指します。

後見人支援機能利用促進機能広報機能相談機能

座間市社会福祉協議会が法人として成年後見人等を受任し、財産管理や福祉サービス利用契約等の法律行為を通じて、ご本人
の権利を守り、生活を支援します。

0円
1,250円
1,250円
1,560円
1,875円
2,500円 ※令和4年10月1日改正
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2
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広 告

座間市社会福祉協議会では、「社会
福祉の役に立ちたい、困っている人
を助けたい」というお気持ちから寄
せられた金品を、支援を必要として
いる方や福祉施設、団体等への橋渡
しをはじめ、当会が行う地域福祉推
進事業のために活用させていただい
ております。寄付先のご指定もでき
ます。
書き損じハガキや古くなった未使用
のハガキ、切手も地域福祉事業に活
用いたします。

10月1日から赤い羽根共同募金運動、並びに12月1日から年末たすけ
あい募金運動を実施しています。
＊赤い羽根共同募金　　  4,447,502円（令和4年12月31日現在）
＊年末たすけあい募金　  4,038,048円（令和4年12月31日現在）
戸別募金については市内自治会の皆さまにご協力をいただいています。
お預かりした募金は座間市内の高齢者や障がい者、子どもたちを支える地
域福祉推進に役立てられるほか、一部は神奈川県内の児童養護施設、障が
い者施設の整備、民間社会福祉活動支援や大規模災害時の支援のための積
立にも役立てられます。募金活動はお一人おひとりのご協力により暮らし
やすいまちを作るための大きな力となります。どちらの募金も3月31日ま
で受け付けておりますので引き続き温かいご支援・ご協力をよろしくお願
いいたします。

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）

共同募金会からのお知らせ

義援金の
ご報告

◉令和4年8月山形県大雨災害義援金
　送金額　4,873円（期間：令和4年8月12日～令和4年12月28日）
◉令和4年8月大雨福井県災害義援金
　送金額　3,540円（期間：令和4年8月10日～令和4年10月31日）
◉令和4年8月大雨災害青森県義援金
　送金額　4,276円（期間：令和4年8月31日～令和4年12月28日）
◉令和4年台風第15号災害静岡県義援金
　送金額　5,785円（期間：令和4年9月27日～令和4年12月28日）

善 意 銀 行 ■浄財をご寄付いただいた方

◉一般寄付　佐藤内科様（100,000円）／小村輝子様（20,000円）／座間市グラウンド・ゴルフ協会

様（2,100円）／匿名希望の方々から（38,555円）

◉指定寄付　パン香房つちや様からみんなの食堂・ひだまりの家へ（23,122円）／一般社団法人こ

どものえがお様から子どもの居場所づくり（135,500円）／匿名希望の方からフードドライブへ

（5,000円）／匿名希望の方々からみんなの食堂へ（9,000円）／立野台地区社会福祉協議会様から

成光学園へ（11,700円）

■食品・物品をご寄付いただいた方

◉一般寄付　しらかし会様（雑巾68枚）／星の谷地区社会福祉協議会様（もち米60kg）／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20回／8,425個）／大場信夫様（介護用リハ

ビリパンツ）／粟竹好子様（化粧石鹸5箱）／有限会社TSS様（対面式マイクスピーカー2台）／伊達正

樹様（食品）／古木幹夫様（マスク200枚）／北島香代様（食品）／匿名希望の方々から（米3kg×3回・

米5kg×1回・お菓子・駄菓子詰合せ×3回・紙パンツ・野菜×3回・雑巾10枚・果物×2回・日用品）／公

益財団法人小田急財団様（ロマンスカーミュージアム入場券）

◉指定寄付　有限会社MYJホーム様から子ども食堂へ（野菜×4回）／飯島悦雄様から子ども食堂へ

（野菜）／秋庭正己様から子ども食堂へ（野菜）／匿名希望の方々から子ども食堂へ（野菜×5回）、学

習支援へ（鉛筆）

令和4年7月1日から
令和4年11月30日までのご寄付
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「チョッピリ先生まつり」開催します

新型コロナ感染予防のため4年ぶりの開催となり、従来通りの
開催は困難ですが、感染対策を徹底することで安心して参加で
きるまつりを再開します。

お問い合わせ：チョッピリ先生連絡会事務局
TEL：046-266-2001
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～地域で見守る子どもの居場所～
リラックスタディざま
学習ボランティア

成人を祝う会  地域交流演奏会
座間市障害者団体連合会

慈湧会「緑の家」による共同開催

ファミリー・サポート事業

居場所づくり推進事業

座間市社会福祉協議会では、小・中・高校生を対象に、
放課後学習を通じて子どもたちが安心して過ごせる居場
所を市内各地につくっています。
子どもたちの学びを一緒にサポートして下さるボラン
ティアを募集しています。
経験や資格は必要ありません！学生さんも大歓迎です！！
お気軽にお問合せ下さい。

障がいのある方の新たな門出を祝おうと、座間市障害者団体連
合会では例年、「成人を祝う会」「地域交流演奏会」を実施して
います。今年度から、お祝いの対象を18歳から20歳へ幅を持
たせ、ご自身の体調に合わせて参加ができるようになります。
地域交流演奏会は、座間市演奏家連盟の皆様による素敵な演奏、
ジェーズファミリーの皆様によるパワフルなゴスペルの2組で
会場を盛り上げていただきました。参加して下さった7名の新
成人の皆様、誠におめでとうございました。

募集

お問い合わせ：生活相談係 TEL：046-266-2004
優秀賞「小さなことだけど･･･」／座間市立相武台
東小学校／4年／井川つくしさん

「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
域の中でお繋ぎし、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る事業
です。

高齢者、障がい者、子どもなど対象者を限定せず、市内
各所で居場所作りをサポートし、誰もが気軽に交流が出
来て、安心して過ごせる居場所作りを応援します。居場
所を作るために活動したい方、場所や物品の提供ができ
る方、「こんな居場所があったらいいな」と考えている方、
大募集です。私たち社協が皆さんを繋ぐお手伝いをさせ
ていただきます。興味がある方は是非お問合せ下さい。

第45回神奈川県福祉作文コンクールで応募総
数5,713編の中から座間市より2作品が入選し
ました。

協力会員になるための講習会日　時

小学生の部

優秀賞「心の福祉」／座間市立相模中学校／1年
／島田珠莉さん

神奈川県共同募金会会長感謝  受賞
座間市スポーツ少年団

中学生の部

（共同募金功労者）

場　所

応募
方法

日目：令和5年2月20日（月）
日目：令和5年2月21日（火）
日目：令和5年2月28日（火）

1

2

3

サニープレイス座間3階  多目的室

日　時

会　場
令和5年3月4日（土） 13：00～16：00

参加費 無料
内　容 活動展示コーナー・作品展示コーナー・

体験教室（予定）

座間市立総合福祉センター（サニープレイス座間）
多目的室、講習室、研修室、会議室

※全3日間の受講が必要です

定　員 20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。

13：00～16：30
（全日共通）

各種受賞
おめでとうございます

第45回神奈川県福祉作文コンクール

第69回神奈川県社会福祉大会

お問い合わせ：地域活動係 TEL：046-266-2006

お問い合わせ：ファミリー・サポート事務局
TEL：046-266-2003

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

・書道・いけばな・囲碁・将棋・踊り・手芸
・竹工作・牛乳パック工作・昔あそび

新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの流行等により、やむをえず中止になることもありますのでご了承下さい。掲載の事業については


