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　当事業は「在宅重症心身障がい者（児）を守
る会」（平成15年5月解散）からの寄付により
実施してまいりましたが、今年度をもちまし
て終了させていただきます。
　ご寄付いただきました団体様には深く感謝
申し上げます。

♥♥♥ 市民の愛 ♥♥♥善意銀行

★浄財をご寄附いただいた方　合計9件

平成25年9月１日から平成25年10月31日までに市社会福祉協議会へご寄
附いただいた方々は次の通りです。ありがとうございました。

善意銀行では、「社会福祉の役に立ちたい、困っている人を助けたい」
という市民の皆様の善意を活かし、それを必要としている方々へ橋渡
しをしています。

（敬称略・順不同）

●社会福祉のために ※（　）内は単位：円

寄付は、寄付者の希望に沿い、配分しています。
善意銀行への寄付金は、所得税・法人税の税制優遇が受けられます。

さがみ農業協同組合座間地区運営委員会委員長 中戸川達夫（33,470）/ほほえみ
ショップ募金箱（2,965）/回転寿司まさのすけ本店募金箱（1,671）/飯野山募金箱
（1,897）/三蔵商事株式会社（100,000）/
その他匿名 2件

●指定寄付
鎌田 直彦よりベルホームへ（20,000）/
三蔵商事株式会社より
座間市老人クラブ連合会へ（100,000）

●指定寄付
川口 淳三より成光学園へ（米100kg）/
鎌田 直彦よりベルホームへ（オムツ2セット）

★物品をご寄附いただいた方　合計4件
●社会福祉のために
匿名 2件

　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」という市民の善意を受け、それを必要としている方や
福祉施設、団体等へ橋渡しを行い、また社会福祉全般の発展を促進するため、協議会内に「座間市善意銀行」を設置しております。
　座間市善意銀行（通称「善銀」）では、お寄せいただいた寄付金・寄付物品を寄付者の趣旨に添うように配分、運営をしております。

11月4日に行われた「ふるさとまつり」で古本等を販売しました。
この古本市は、座間市リサイクル協同組合にて回収された中から状態の良いものを、市の許可を
得て販売しました。悪天候の中、たくさんの市民の方々にお越しいただき大盛況でした。

　売上：73,020円
売上は全額「善意銀行」に寄付させていただきました。お買い上げいただいた多くの皆様、ご協力
いただいた座間市リサイクル協同組合の皆様、ありがとうございました。

善 意

指定寄付 寄付者より指定のあった寄付金・寄付物品は善意銀行を通して指定先へお届けいたします。

一般寄付 指定のない寄付物品は、必要としている福祉施設、団体、個人等へ配分しています。
指定のない寄付金、「市民の愛」募金箱、あるいは座間市社会福祉協議会へいただいた寄付金は、
社会福祉事業へ役立たせていただいています。
※「市民の愛」募金箱・・・市内の飲食店、公共施設等の協力を得て、募金箱を設置しています。
　身近な場所で地域福祉活動ができ、また皆様の愛が地域の福祉を支えています。

皆さまからの

みなさまのあたたかい善意を
お待ちしております。

福祉団体活動助成

福祉団体へ活動助成

ボランティア活動強化
研修事業

ボランティアセンター
運営事業

など
高齢者福祉活動事業 など

地区社協連絡会事業

ボランティア各種講習会事業

はこのように役立っております

寄付金（一般寄付）の使いみち

ボランティア事業 地域福祉推進事業

上記に関するお問い合わせは

046-266-1294TEL 046-266-2009FAX E-Mail info@zamashakyo.jp

※善意銀行への寄付金は所得税・法人税の税制優遇が受けられます。

古本市の売上も“善意銀行”に寄付されました！！

重度障がい児者おむつ
　　　　　　 特別支給事業の終了について

年
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　12月より年末たすけあい募金運動が始
まっています。
　この募金は、障がい者地域活動支援セン
ター等（旧障がい者地域作業所）・福祉団体・
ボランティア団体などの市内団体に広く活
用されるとともに、社会福祉協議会の事業
費として様々な事業に活用されて地域福祉
活動に役立てられます。
　今年も自治会や街頭募金を通じて、多く
の皆様からたくさんの募金をお寄せいただ
いております。ありがとうございました。
　引き続き共同募金活動に対しまして、皆様
のご協力をお願い申し上げます。

街頭募金の様子（昨年）

被災地支援ボランティア
バスツアー 活動報告

　8月9日～12日市内在住在学の中学生・高校生を対象に募集
し、ざま災害ボランティアネットワーク協力のもと、全23名で
岩手県釜石市（海岸清掃）・宮城県女川町（開懇作業）へ復興ボ
ランティアに行ってきました。
　東日本大震災から2年半が過ぎましたが、現地はまだまだ復
興が進んでいない所が沢山あります。
ボランティアとして少しでも被災地の復興に役立てたこと、被
災者の方のお話を聞くことができたこと、また実際に自分の目
で見る事ができたこと、貴重な経験となりました。今年一番の
暑さの中でしたが、誰ひとり怪我なく終えて良かったです。
　参加者の皆様、猛暑の中お疲れ様でした。

さがみ農業協同組合座間地区運営委員会
委員長 中戸川達夫様（写真左）

地域の方々とのふれあい

宮城県女川町開懇作業の様子

座間市社会福祉協議会様 _広報誌 _表面（Ｗ546mm×Ｈ406mm） 天
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ヴィラ城山 検索

社会福祉法人道志会

入居者募集中！体験入居募集中！

●入居時の条件：自立・要支護・要介護の方
●随時見学受付、月1度食事付見学会有り
●メディカルトレーニングを取り入れた楽しく、
　生涯心配無く暮らせる施設を目指しています。

広告

神奈川県綾瀬市早川城山2-13-5
介護付有料老人ホーム ヴィラ城山

0467-78-6625

フリーダイヤル

0120-54-1165

お問合せ・
資料請求・

見学のお申込み

ふれあいサロンの紹介！！

座間市社協では、地域の仲間づくり、交流の場づくりを広げるため、
地区社協を始め、市内地区社協未設置地区の任意団体が実施するふれあいサロンを
支援しています。気軽に出かけられる所がほしい、お友達をつくりたい、
自分の地域で何か活動したいなどなど・・・
皆さんの参加をお待ちしています。

相模が丘第4地区社協 主催者のコメント

主催者のコメント

主催者のコメント

主催者のコメント

主催者のコメント

主催者のコメント

地区名 サロン名 場　所 実施日 内　容

相模が丘第4自治会集会所
（相模が丘4-43-6）

毎月第3水曜（8・12月休み）
13:00～15:00 講話・おしゃべりなど

健康麻雀

初心者向け

おしゃべり・歌・健康体操
講話・音楽・ゲーム など

おしゃべり・手芸・
音楽 など

おしゃべりなど
子どもたちの参加も大歓迎

健康麻雀・囲碁・将棋・
トランプ・花札 など

おしゃべり・手芸
ニュースポーツ など

おしゃべり・卓上ゲーム
囲碁・将棋・健康麻雀
講話・音楽 など

毎月第4火曜（8・12月休み）
13:00～16:00

毎月第4水曜（8・12月休み）
13:00～15:00

毎月第1・第3土曜
13:00～16:00

毎月第1・第3金曜
10:00～12:00

毎月第3木曜（8月休み）
14:00～16:00

平成26年2月8日(土)
13:30～15:30

月1回
※開催日は地区に配布する
　東原地区社協だより等にて
　お知らせします。

さがみ野中央自治会館
（さがみ野2-9-1）

グリーンタウン集会所
（栗原中央1-21-43）

信販座間自治会集会所
（入谷4-2761-22）

①ココファン座間
　（東原1-6-12）
②さがみ野さくら集会所
　（東原5-1）

すみれ自治会館
（南栗原5-18-30）

おしゃべりサロン

ゲームサロン

サロンわかば

ふれあいサロン

麻雀交流クラブ

パソコン教室

ラッコの「わ」

サロン

ふれあいサロン

さがみ野地区社協

グリーンタウン地区社協

ラッコの「わ」
（信販自治会サポーターズ）

東原地区社協

ふたばすみれ地区社協

地域の交流と仲間づくりを願って「サロンわかば」の活動を行っています。

私たちのサロン活動も来年で5年目を迎えます！！ 今後も和気藹藹の内に続けたいと思います。

地域内において住民の集いを行い、地域の見守りネットワークにつなげていきたいです。

サロンを始めるきっかけは、高齢者の孤独死やひきこもりのニュースを多く耳にするようになり、地域で集まっておしゃべりなど
したら、閉じこもりも少なくなるのではないかと考えたことです。最初はおしゃべりサロンだけでしたが、男性より「おしゃべりに
は参加しにくい」との声がありゲームサロンも始めました。参加する方は、老若男女どなたでも、他地区の方でも、自転車か徒歩で
来られる方（駐車場がありません）歓迎致します。

ふれあいサロンを始めて丸1年。毎月22～25名（役員含）の参加をいただき、始めて良かったなと思うその時々です。
毎回参加する方々の元気な顔を見て、地域コミュニケーションをさらに広げていければ幸いです。
また、今年の12月ふれあいサロン（12/22）は「もちつき会」を実施します！

昨年の10月からおよそ月1回を2会場で実施してきました。ココファン座間では、施設に住んでいらっしゃる方々がと
ても楽しみにしており、毎回たくさんの方が参加してくれます。さがみ野さくら集会所では、まだ参加者は少ないです
が少しずつ参加者が増えています。みなさん遊びに来てください。

市社協が
支援する

★デイサービス便り★★認知症サポーター養成講座★

　座間市社協デイサービスでは、12月23日
～28日で忘年会を行います。
　忘年会では、今年一年間のデイサービス
の様子をスライドショーで振り返ります。利
用者の皆様は毎日のレクリエーションや敬
老会・クリスマス会等のイベントや、初詣な
どの外出レクの写真を見ながら、今年1年間
の楽しかったことを思い出しお茶飲み話に
花を咲かせています。

　座間市社協地域包括支援センターは、9/19（土）に開催された
緑ヶ丘地区社協ふれあい交流会において、「認知症サポーター養成
講座」を実施させて頂きました。
　認知症サポーター養成講座とは、地域に住む認知症の方が安心し
て暮らせるように、認知症のことを正しく理解し、温かい目で見守れ
る地域づくりを目的とした全国的な取り組みです。寸劇を交えた講
座では、総勢37名のみなさんが熱心に認知症について勉強され、受
講した証である「オレンジリング」を持って帰られました。

1 申請

2
介護サービスを利用する場合、まずは市役所介護保険課へ「要介護認定申請」をします。

引き続きサー
ビスを利用し
たい場合には
有効期間満
了前に更新
の申請をして
下さい。

訪問調査
要介護認定（要支援、要介護）の決定までには「認定調査」が行われます。訪問調査では、本人の心身の状況を正確に調査員に伝えることが必要です！
質問によっては立ち入った内容もあります。よくある話として、「惨め(哀れ)に思われるから…」「あまり大変だと思われたくないから…」と、ついつい「大
丈夫です。」「自分で出来ています。」などと実際の状況と異なる話をしてしまう方がいらっしゃいます。
判定に大きく影響しますので、可能な限り、本人の日頃の状況をよく把握している家族等が立ち会い、介護に時間がかかっていること、困っていることな
どを具体的に伝えてください。
もし、ご本人の目の前では話しづらい・・・そんなときには、玄関先や別の部屋にて、改めて調査員に伝えることが重要となります。

主治医意見書

申請 訪問調査と

主治医意見書

審査・判定 認定・通知 ケアプラン
の作成

サービス
利用開始 更新

サービスの
選択

在宅でサービス
を受ける

施設に入所して
サービスを受ける

申請と同時に市役所より主治医に意見書作成依頼が郵送されます。
主治医の意見書はその後の判定会議にて使う資料となりますので、とても重要です。
特に申請者・ご家族が用意するものなどはありませんが、申請後、なるべく早めに受診し、主治医に介護保険を申請したことと、本人の状況を詳しく伝えて
ください。よくある話として、特に認知症等をわずらっている方など、医師の前では普段よりもしっかりと、まるで別人のような様子を見せてしまうことも
あります。また、お忙しい先生によっては、診察時間が極めて短く、十分にお話が出来なかった…という話もよく耳にします。
受診の際には本人の状況・困っていることなど、あらかじめメモ書きし、主治医に渡して出来るだけ多くの情報を主治医に伝えるような工夫をしましょう。

さっき食べたばかり
　　　　　　じゃないですか！！

ごはんはまだかい？
お財布どこに
　　　　いったのかしらね～？

それじゃみんなで
　　　　　探してみましょう！！

毎月第4金曜
13:30～15:30
※12月は22（日）10：00～

TEL 046-266-2001

046-266-2006

FAX 046-266-2009上記に関するお問い合わせは

忘年会の様子（昨年）

寸劇！！
認知症への
対応例

後出しジャンケンで脳を活性化！！

知 と得
トク

つ 安 心
在 宅 支 援 班

介 護 保 険 利 用 ま で の ポ イ ン ト

そ の～ ～1

次回は③～⑤までご紹介します。

★座間市社協職員募集★

【職種】非常勤ヘルパー職員 1名
【資格】介護福祉士又はホームヘルパー1・2級等／
　　　 原動機付自転車運転免許
【内容】週4～5日／9：00～16：00（勤務時間前後あり）
　　　 当会規定による／社保加入可
【方法】事前に下記担当者まで連絡の上、市販の履歴書（写真添付）
　　　 に必要事項を記入し、本人が持参（平日8：30～17：00）
【締切】平成25年12月27日（金）

介護サービス班 担当：遠藤職員募集に関するお問い合わせ
（平日8：30～17：00／年末年始休み） TEL

座間市社会福祉協議会様 _広報誌 _中面（Ｗ546mm×Ｈ406mm） 天

地

天

地



1 2
3 4 5 6 7 8

32 座間市しゃきょう 「点字版」 「録音版」 を発行しています。

2013.12.16  No.137  社協広報 2013.12.16  No.137  社協広報

座間市しゃきょう 「点字版」 「録音版」 を発行しています。

ヴィラ城山 検索

社会福祉法人道志会

入居者募集中！体験入居募集中！

●入居時の条件：自立・要支護・要介護の方
●随時見学受付、月1度食事付見学会有り
●メディカルトレーニングを取り入れた楽しく、
　生涯心配無く暮らせる施設を目指しています。

広告

神奈川県綾瀬市早川城山2-13-5
介護付有料老人ホーム ヴィラ城山

0467-78-6625

フリーダイヤル

0120-54-1165

お問合せ・
資料請求・

見学のお申込み

ふれあいサロンの紹介！！

座間市社協では、地域の仲間づくり、交流の場づくりを広げるため、
地区社協を始め、市内地区社協未設置地区の任意団体が実施するふれあいサロンを
支援しています。気軽に出かけられる所がほしい、お友達をつくりたい、
自分の地域で何か活動したいなどなど・・・
皆さんの参加をお待ちしています。

相模が丘第4地区社協 主催者のコメント

主催者のコメント

主催者のコメント

主催者のコメント

主催者のコメント

主催者のコメント

地区名 サロン名 場　所 実施日 内　容
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講話・音楽・ゲーム など

おしゃべり・手芸・
音楽 など

おしゃべりなど
子どもたちの参加も大歓迎

健康麻雀・囲碁・将棋・
トランプ・花札 など

おしゃべり・手芸
ニュースポーツ など

おしゃべり・卓上ゲーム
囲碁・将棋・健康麻雀
講話・音楽 など

毎月第4火曜（8・12月休み）
13:00～16:00

毎月第4水曜（8・12月休み）
13:00～15:00

毎月第1・第3土曜
13:00～16:00

毎月第1・第3金曜
10:00～12:00

毎月第3木曜（8月休み）
14:00～16:00

平成26年2月8日(土)
13:30～15:30

月1回
※開催日は地区に配布する
　東原地区社協だより等にて
　お知らせします。

さがみ野中央自治会館
（さがみ野2-9-1）

グリーンタウン集会所
（栗原中央1-21-43）

信販座間自治会集会所
（入谷4-2761-22）

①ココファン座間
　（東原1-6-12）
②さがみ野さくら集会所
　（東原5-1）

すみれ自治会館
（南栗原5-18-30）

おしゃべりサロン

ゲームサロン

サロンわかば

ふれあいサロン

麻雀交流クラブ

パソコン教室

ラッコの「わ」

サロン

ふれあいサロン

さがみ野地区社協

グリーンタウン地区社協

ラッコの「わ」
（信販自治会サポーターズ）

東原地区社協

ふたばすみれ地区社協

地域の交流と仲間づくりを願って「サロンわかば」の活動を行っています。

私たちのサロン活動も来年で5年目を迎えます！！ 今後も和気藹藹の内に続けたいと思います。

地域内において住民の集いを行い、地域の見守りネットワークにつなげていきたいです。

サロンを始めるきっかけは、高齢者の孤独死やひきこもりのニュースを多く耳にするようになり、地域で集まっておしゃべりなど
したら、閉じこもりも少なくなるのではないかと考えたことです。最初はおしゃべりサロンだけでしたが、男性より「おしゃべりに
は参加しにくい」との声がありゲームサロンも始めました。参加する方は、老若男女どなたでも、他地区の方でも、自転車か徒歩で
来られる方（駐車場がありません）歓迎致します。

ふれあいサロンを始めて丸1年。毎月22～25名（役員含）の参加をいただき、始めて良かったなと思うその時々です。
毎回参加する方々の元気な顔を見て、地域コミュニケーションをさらに広げていければ幸いです。
また、今年の12月ふれあいサロン（12/22）は「もちつき会」を実施します！

昨年の10月からおよそ月1回を2会場で実施してきました。ココファン座間では、施設に住んでいらっしゃる方々がと
ても楽しみにしており、毎回たくさんの方が参加してくれます。さがみ野さくら集会所では、まだ参加者は少ないです
が少しずつ参加者が増えています。みなさん遊びに来てください。

市社協が
支援する

★デイサービス便り★★認知症サポーター養成講座★

　座間市社協デイサービスでは、12月23日
～28日で忘年会を行います。
　忘年会では、今年一年間のデイサービス
の様子をスライドショーで振り返ります。利
用者の皆様は毎日のレクリエーションや敬
老会・クリスマス会等のイベントや、初詣な
どの外出レクの写真を見ながら、今年1年間
の楽しかったことを思い出しお茶飲み話に
花を咲かせています。

　座間市社協地域包括支援センターは、9/19（土）に開催された
緑ヶ丘地区社協ふれあい交流会において、「認知症サポーター養成
講座」を実施させて頂きました。
　認知症サポーター養成講座とは、地域に住む認知症の方が安心し
て暮らせるように、認知症のことを正しく理解し、温かい目で見守れ
る地域づくりを目的とした全国的な取り組みです。寸劇を交えた講
座では、総勢37名のみなさんが熱心に認知症について勉強され、受
講した証である「オレンジリング」を持って帰られました。

1 申請

2
介護サービスを利用する場合、まずは市役所介護保険課へ「要介護認定申請」をします。

引き続きサー
ビスを利用し
たい場合には
有効期間満
了前に更新
の申請をして
下さい。

訪問調査
要介護認定（要支援、要介護）の決定までには「認定調査」が行われます。訪問調査では、本人の心身の状況を正確に調査員に伝えることが必要です！
質問によっては立ち入った内容もあります。よくある話として、「惨め(哀れ)に思われるから…」「あまり大変だと思われたくないから…」と、ついつい「大
丈夫です。」「自分で出来ています。」などと実際の状況と異なる話をしてしまう方がいらっしゃいます。
判定に大きく影響しますので、可能な限り、本人の日頃の状況をよく把握している家族等が立ち会い、介護に時間がかかっていること、困っていることな
どを具体的に伝えてください。
もし、ご本人の目の前では話しづらい・・・そんなときには、玄関先や別の部屋にて、改めて調査員に伝えることが重要となります。

主治医意見書

申請 訪問調査と

主治医意見書

審査・判定 認定・通知 ケアプラン
の作成

サービス
利用開始 更新

サービスの
選択

在宅でサービス
を受ける

施設に入所して
サービスを受ける

申請と同時に市役所より主治医に意見書作成依頼が郵送されます。
主治医の意見書はその後の判定会議にて使う資料となりますので、とても重要です。
特に申請者・ご家族が用意するものなどはありませんが、申請後、なるべく早めに受診し、主治医に介護保険を申請したことと、本人の状況を詳しく伝えて
ください。よくある話として、特に認知症等をわずらっている方など、医師の前では普段よりもしっかりと、まるで別人のような様子を見せてしまうことも
あります。また、お忙しい先生によっては、診察時間が極めて短く、十分にお話が出来なかった…という話もよく耳にします。
受診の際には本人の状況・困っていることなど、あらかじめメモ書きし、主治医に渡して出来るだけ多くの情報を主治医に伝えるような工夫をしましょう。

さっき食べたばかり
　　　　　　じゃないですか！！

ごはんはまだかい？
お財布どこに
　　　　いったのかしらね～？

それじゃみんなで
　　　　　探してみましょう！！

毎月第4金曜
13:30～15:30
※12月は22（日）10：00～

TEL 046-266-2001

046-266-2006

FAX 046-266-2009上記に関するお問い合わせは

忘年会の様子（昨年）

寸劇！！
認知症への
対応例

後出しジャンケンで脳を活性化！！

知 と得
トク

つ 安 心
在 宅 支 援 班

介 護 保 険 利 用 ま で の ポ イ ン ト

そ の～ ～1

次回は③～⑤までご紹介します。

★座間市社協職員募集★

【職種】非常勤ヘルパー職員 1名
【資格】介護福祉士又はホームヘルパー1・2級等／
　　　 原動機付自転車運転免許
【内容】週4～5日／9：00～16：00（勤務時間前後あり）
　　　 当会規定による／社保加入可
【方法】事前に下記担当者まで連絡の上、市販の履歴書（写真添付）
　　　 に必要事項を記入し、本人が持参（平日8：30～17：00）
【締切】平成25年12月27日（金）

介護サービス班 担当：遠藤職員募集に関するお問い合わせ
（平日8：30～17：00／年末年始休み） TEL

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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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：http://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、社協会費の一部が充てられています。
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　当事業は「在宅重症心身障がい者（児）を守
る会」（平成15年5月解散）からの寄付により
実施してまいりましたが、今年度をもちまし
て終了させていただきます。
　ご寄付いただきました団体様には深く感謝
申し上げます。

♥♥♥ 市民の愛 ♥♥♥善意銀行

★浄財をご寄附いただいた方　合計9件

平成25年9月１日から平成25年10月31日までに市社会福祉協議会へご寄
附いただいた方々は次の通りです。ありがとうございました。

善意銀行では、「社会福祉の役に立ちたい、困っている人を助けたい」
という市民の皆様の善意を活かし、それを必要としている方々へ橋渡
しをしています。

（敬称略・順不同）

●社会福祉のために ※（　）内は単位：円

寄付は、寄付者の希望に沿い、配分しています。
善意銀行への寄付金は、所得税・法人税の税制優遇が受けられます。

さがみ農業協同組合座間地区運営委員会委員長 中戸川達夫（33,470）/ほほえみ
ショップ募金箱（2,965）/回転寿司まさのすけ本店募金箱（1,671）/飯野山募金箱
（1,897）/三蔵商事株式会社（100,000）/
その他匿名 2件

●指定寄付
鎌田 直彦よりベルホームへ（20,000）/
三蔵商事株式会社より
座間市老人クラブ連合会へ（100,000）

●指定寄付
川口 淳三より成光学園へ（米100kg）/
鎌田 直彦よりベルホームへ（オムツ2セット）

★物品をご寄附いただいた方　合計4件
●社会福祉のために
匿名 2件

　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」という市民の善意を受け、それを必要としている方や
福祉施設、団体等へ橋渡しを行い、また社会福祉全般の発展を促進するため、協議会内に「座間市善意銀行」を設置しております。
　座間市善意銀行（通称「善銀」）では、お寄せいただいた寄付金・寄付物品を寄付者の趣旨に添うように配分、運営をしております。

11月4日に行われた「ふるさとまつり」で古本等を販売しました。
この古本市は、座間市リサイクル協同組合にて回収された中から状態の良いものを、市の許可を
得て販売しました。悪天候の中、たくさんの市民の方々にお越しいただき大盛況でした。

　売上：73,020円
売上は全額「善意銀行」に寄付させていただきました。お買い上げいただいた多くの皆様、ご協力
いただいた座間市リサイクル協同組合の皆様、ありがとうございました。

善 意

指定寄付 寄付者より指定のあった寄付金・寄付物品は善意銀行を通して指定先へお届けいたします。

一般寄付 指定のない寄付物品は、必要としている福祉施設、団体、個人等へ配分しています。
指定のない寄付金、「市民の愛」募金箱、あるいは座間市社会福祉協議会へいただいた寄付金は、
社会福祉事業へ役立たせていただいています。
※「市民の愛」募金箱・・・市内の飲食店、公共施設等の協力を得て、募金箱を設置しています。
　身近な場所で地域福祉活動ができ、また皆様の愛が地域の福祉を支えています。

皆さまからの

みなさまのあたたかい善意を
お待ちしております。

福祉団体活動助成

福祉団体へ活動助成

ボランティア活動強化
研修事業

ボランティアセンター
運営事業

など
高齢者福祉活動事業 など

地区社協連絡会事業

ボランティア各種講習会事業

はこのように役立っております

寄付金（一般寄付）の使いみち

ボランティア事業 地域福祉推進事業

上記に関するお問い合わせは

046-266-1294TEL 046-266-2009FAX E-Mail info@zamashakyo.jp

※善意銀行への寄付金は所得税・法人税の税制優遇が受けられます。

古本市の売上も“善意銀行”に寄付されました！！

重度障がい児者おむつ
　　　　　　 特別支給事業の終了について

年

末
たす
けあい募金運動！

年

末
たすけあい募金

運動

！

　12月より年末たすけあい募金運動が始
まっています。
　この募金は、障がい者地域活動支援セン
ター等（旧障がい者地域作業所）・福祉団体・
ボランティア団体などの市内団体に広く活
用されるとともに、社会福祉協議会の事業
費として様々な事業に活用されて地域福祉
活動に役立てられます。
　今年も自治会や街頭募金を通じて、多く
の皆様からたくさんの募金をお寄せいただ
いております。ありがとうございました。
　引き続き共同募金活動に対しまして、皆様
のご協力をお願い申し上げます。

街頭募金の様子（昨年）

被災地支援ボランティア
バスツアー 活動報告

　8月9日～12日市内在住在学の中学生・高校生を対象に募集
し、ざま災害ボランティアネットワーク協力のもと、全23名で
岩手県釜石市（海岸清掃）・宮城県女川町（開懇作業）へ復興ボ
ランティアに行ってきました。
　東日本大震災から2年半が過ぎましたが、現地はまだまだ復
興が進んでいない所が沢山あります。
ボランティアとして少しでも被災地の復興に役立てたこと、被
災者の方のお話を聞くことができたこと、また実際に自分の目
で見る事ができたこと、貴重な経験となりました。今年一番の
暑さの中でしたが、誰ひとり怪我なく終えて良かったです。
　参加者の皆様、猛暑の中お疲れ様でした。

さがみ農業協同組合座間地区運営委員会
委員長 中戸川達夫様（写真左）

地域の方々とのふれあい

宮城県女川町開懇作業の様子
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