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藤沢市社会福祉協議会（市社協）は社会福祉法に基づき、 市民の皆さんの参加と協力によって、
地域福祉の推進を図ることを目的とする福祉団体です。
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ふれあい掲示板
たーすけくん・あいちゃん

（順不同・敬称略）

浅野 朝子
芦田 好子
池田 勝利
伊佐早 正二
岩本 すづ江
鈴木 公子
髙橋 尚彦
遠矢 良命・節子
牧野 喜一
宮﨑 信子
渡邊 奈美子
藤沢市医師会
青木医院
彩クリニック南藤沢
ありあけ内科クリニック
いせき小児科医院
桜林産婦人科医院
片瀬クリニック

加藤小児科
クローバーホスピタル
ココロまち診療所
牛腸内科医院
後藤内科医院
木庭医院
小林内科医院（鵠沼桜が岡）
小林内科医院（辻堂新町）
酒井医院
さくまこどもクリニック
さわ内科糖尿病クリニック
湘南慶育病院
湘南斉藤クリニック
湘南星和クリニック
湘南台腎泌尿器・漢方クリニック
湘南中央病院
湘南長寿園病院
湘南ホスピタル

白木内科医院
すが内科クリニック
杉本医院
橘内科
辻堂いなほクリニック
（医社）南星会
野中脳神経外科クリニック
はらだメンタルクリニック
藤沢御所見病院
藤沢湘南台病院
藤沢病院
望星藤沢クリニック
本藤沢内科クリニック
宮川医院
やのハートクリニック
山川医院
山崎メンタルクリニック
やまだ内科クリニック

よしだみつぎ整形外科クリニック
藤沢市歯科医師会
湘南食サポート歯科
鶴田歯科医院
パーク歯科クリニック
浜見山歯科医院
星谷歯科医院
三橋歯科医院
わかばデンタルクリニック
藤沢市薬剤師会
あさがお薬局
あやみ薬局
イイジマ薬局
イツワ ファーマシー
永代薬局
桜花堂薬局
海岸公園ファーマシー
光和薬局

すみれ調剤薬局 辻堂店
田辺薬局 辻堂元町店
長後西口薬局
ときわ漢方薬局
ふじいろ薬局
ベル薬局
牧野薬局
まなみ薬局
みどり薬局
薬局アポテイク渡内店
薬健
ユマニテ薬局
わかば薬局
クローバーヴィラ
藤沢市遺族会
藤沢市更生保護女性会
ヘルスプラン

あたたかいご寄付を
ありがとうございました

令和2年

8月１日▶11月30
日

共 同 募 金 会 か ら の お 知 ら せ

イトーヨーカドー藤沢店労働組合
イトーヨーカドー労働組合
ザ・プライス湘南台支部
檜山 芳惠
関根 臣樹

湘南地域労働者福祉協議会・・・・・タオル
第一生命保険株式会社 湘南支社・・・マスク
株式会社 ファンケル・・・・・・・・・・・・・・・・・マスク

社会福祉
のために

【藤沢市斎場売店】
ご来店をお待ちしております

　第７弾となる江ノ島電鉄㈱様と湘南モノレール㈱様とのコラボ
事業。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ボラン
ティアを代表して藤沢市社協と鎌倉市社協の職員数名で街頭募金
を実施します（残念ながら“えのん”と“しょもたん”は来れません）。
　１月９日（土）１２時～１３時「スバナ通り」にておこないます。ご寄
付していただいた方にお好きなコラボ缶バッジとメッセージカード
を入れたポケットティッシュをお渡しします。

　藤沢市斎場内の売店(障がい者の就労支援、ともしびショッ
プ)では、仏花、線香、お菓子、飲み物ほかをご用意し、皆さまの
ご利用をお待ちしております。また、法事の際の花束、お料理の
注文も承っております。営業時間は、基本8時30分から17時ま
でです(お通夜の都合によっては20時頃まで)。休みは正月の
三が日のみです。
　障がい者4人とともに従事者7人で、ご利用をお待ちしてお
ります。なお、春秋のお彼岸、8月のお盆の時期には、駐車場横
にテントを張って仏花と線香の販売もいたしますのでよろしく
お願いいたします。

赤い羽根共同募金の協働事業“第7弾”

賛助会員の紹介 （令和2年8月１日～11月30日） （敬称略）

【市社協賛助会員募集中】  申込方法：挟み込みのゆうちょ銀行「払込取扱票」をご利用ください。

モノレール＆江ノ電えのん＆しょもたん

コラボ缶バッジ（2種類）

斎場売店電話 88-9267

ポケットティッシュ

社会福祉法人
藤沢市社会福祉協議会
会長 加藤 正美 

この機関紙は共同募金の配分金を財源に発行しています

　今年は「丑」年になりますが、丑年には「急がず目の前のことを着
実に進めることが将来の成功につながっていく」といわれています。
引き続き新型コロナの影響下での年となりそうですが、これまで以
上に地域での支え合いによって暮らしを守る年でもあります。皆さ
んと共に支え合い安心して暮らせるまちづくりに、職員一丸となっ
て取り組んでまいります。

新年おめでとうございます

発行
お問い合わせ

社会福祉法人
藤沢市社会福祉協議会
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〒251-0054 藤沢市朝日町1ー1 藤沢市役所分庁舎1階
電話 0466（50）3525　 FAX 0466（26）6978
E-mail：syakyo1@cityfujisawa.ne.jp
http://www.fujisawa-shakyo.jp/
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　ゆめちゃん食堂は、PTA、子ども会、ボラン
ティア活動を通して知り合った仲間で立ち上
げた子ども食堂です。天嶽院の場所提供、野
菜、米などの食材やパンの差し入れ、寄付金、
ボランティアさんなど、地域の皆さまのご支
援をいただき活動しています。

ゆめちゃん食堂

　私たちの団体では毎年、不登校や多様な学
びの理解を広めるための講演会を開催してい
ます。2020年はオンラインと地域福祉活動セ
ンターを会場にした2拠点での講演会をおこ
ないました。内容は「みんなの学校」の木村泰
子先生と「校則ゼロ」を実現した西郷孝彦先生
との対談です。沖縄から北海道までさまざま
な地域の方々がオンラインにより参加してく
ださいました。いつか「不登校」という言葉は
なくなり、私たちのフリースペースも学びの選
択肢の一つとして当たり前になるようにこれ
からも地域の皆さんと手を取り合って活動し
ていきたいと、あらためて心に強く刻むことが
できました。

自由創造ラボたんぽぽ
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　コロナ禍の中で、サロン「ゆい」は3月～5月
まで休みました。6月から再開し、基本的に屋
外（庭）で集まることにしました。
　雨の日は中止として、暑い時には日除けの下で、マスクをかけて水
分補給をしながら、おしゃべりの花を咲かせていました。今回感じた
のは、「人と人が直接顔
を見て話す」それが大切
なことだと思いました。
一日も早く顔を見て、マ
スクをはずして大きな声
で笑い、話せる日が来る
ことを願っています。

地域交流サロン「ゆい」

日本ALS協会神奈川県支部湘南分室
　ALS（筋萎縮性側索硬化症）等の重症難病患
者の在宅療養に欠くことのできないのが訪問看
護師や医療的ケア可能な訪問介護職員です。
　当協会は、2014年度より（神奈川県の委託研
修事業としては2018年度から）喀痰吸引等3号研修を開催しており、
本年度も認定介護職員を養成する目的で地域福祉活動センター等を
研修会場に数回実施してまいりました。
　特に、現在もなお続いているコロナ禍においては、適切な感染防止
策を講じて患者支援活動を続けております。

　私たちつぼみの会は、ひきこもる家族を持
つ親・きょうだいが月1回集い、わかち合いと
情報交換や勉強会をしています。2020年は
2月から休止していましたが9月に再開し、11月には藤沢型地域包括
ケアシステムについて勉強しました。会にはCSWの方に参加を依頼
し、情報を共有しながら一緒に考えてもらっています。今回の状況の
中で見えてきた在宅でできる社会参加が、自分らしく幸せに生きてい
くヒントにならないか等、考えていきたいです。

つぼみの会

　湘南ふじさわ子育て応援メッセは、コロナ
ウイルス感染防止対策を徹底しながら、昨年10月13日に無事第
3回を迎えることができました。当日は換気・消毒をおこなう中、
ワークショップ・展示ともに沢山の方に足を運んでいただくことが
できました。さらにパワーアップした第4回を迎えられるよう、実
行委員一同一層力を合わせていきたいと思います。

湘南ふじさわ子育て応援メッセ

2021年～withコロナの時代～

当協議会副会長より、新年のごあいさつを申し上げます

謹賀新年謹賀新年

藤沢市特別養護老人ホーム
設置法人代表者会 委員
川瀬 和一

　明けましておめでとうございます。
　昨年はコロナ禍によりさまざまなイ
ベントや伝統的な行事が中止され、
さらには寒暖差も激しく季節感が失
われてしまうような一年でした。
　ただ、ステイホームで家庭にいる
期間などが長いことで、身近なこと
に目を向ける機会にもなりました。
　今までのような生活に戻すことは
できません。気持ちの中にも閉塞感
が離れないでいます。この経験をマ
イナスに捉えてしまうと嫌なことばか
りが記憶に残ってしまいます。新た
な発見や振り返りをすることで新し
い生活様式に活かしていけることを
願い、今年一年皆さまの生活が活
性化されコロナ禍を吹きとばす活力
が生まれていくことを願うものです。
　本年もどうぞよろしくお願いいた
します。

　新年おめでとうございます。
　一昨年12月1日に民生委員・児
童委員の全国一斉改選があり、
厚生労働大臣より委嘱を受けま
した。そして、浅野会長の退任に
伴い藤沢市民生委員児童委員
協議会の会長に就任、また藤沢
市社会福祉協議会におきまして
は副会長を仰せつかり、今その
重責を痛感しております。
　民児協と市社協や地区社協
とは「車の両輪」に例えられるほ
ど緊密に関わり合っています。今
後その関係をさらに一歩進める
ため、市社協の一委員として関
係諸団体との連絡調整役とな
り、民生委員として長年培った市
民目線を生かし、地域福祉に寄
与すべく活動してまいります。

藤沢市民生委員
児童委員協議会 会長

三觜 壽則

　副会長の重責を担うことにな
り、気持ちも新たに令和3年を迎
えました。
　昨年市社協は新居で業務を
開始、体制が整いました。藤沢市
は市制80周年を迎え、更に100
周年に向け共生社会を目指し
「藤沢型地域包括ケアシステム」
を進めていますが、市社協も一
翼を担い事業活動を展開してい
ます。「助け合う」「結びつきを強
くしないと」東日本大震災後人々
に意識されだしたのが「絆」とい
う言葉でした。「人は人」「自分は
自分」といった人との付き合いが
煩わしい、気遣いがイヤという人
が増えているように思います。そ
こで見直されたのが共生社会で
はないでしょうか。
　少子高齢化、共生社会に向け
た福祉の在り方を14地区社協と
も探ってまいります。

藤沢市地区社会福祉協議会
連絡協議会 会長

川原田 武

withコロナ、一歩ずつ前へ

村岡地区 善行地区

　コロナの感染拡大により、地域でのボランティアや団体活動が中止になるなど、
大きな影響を受けています。一方で、さまざまな団体の皆さんが、新しい生活様式
を取り入れ感染対策を徹底するなどの努力をされ、活動の再開、継続に取り組んで
います。今回はそんな皆さんの中から6つの団体の活動をご紹介します。

コロナ禍の現在では、お弁当配布をおこなっています
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イナスに捉えてしまうと嫌なことばか
りが記憶に残ってしまいます。新た
な発見や振り返りをすることで新し
い生活様式に活かしていけることを
願い、今年一年皆さまの生活が活
性化されコロナ禍を吹きとばす活力
が生まれていくことを願うものです。
　本年もどうぞよろしくお願いいた
します。

　新年おめでとうございます。
　一昨年12月1日に民生委員・児
童委員の全国一斉改選があり、
厚生労働大臣より委嘱を受けま
した。そして、浅野会長の退任に
伴い藤沢市民生委員児童委員
協議会の会長に就任、また藤沢
市社会福祉協議会におきまして
は副会長を仰せつかり、今その
重責を痛感しております。
　民児協と市社協や地区社協
とは「車の両輪」に例えられるほ
ど緊密に関わり合っています。今
後その関係をさらに一歩進める
ため、市社協の一委員として関
係諸団体との連絡調整役とな
り、民生委員として長年培った市
民目線を生かし、地域福祉に寄
与すべく活動してまいります。

藤沢市民生委員
児童委員協議会 会長

三觜 壽則

　副会長の重責を担うことにな
り、気持ちも新たに令和3年を迎
えました。
　昨年市社協は新居で業務を
開始、体制が整いました。藤沢市
は市制80周年を迎え、更に100
周年に向け共生社会を目指し
「藤沢型地域包括ケアシステム」
を進めていますが、市社協も一
翼を担い事業活動を展開してい
ます。「助け合う」「結びつきを強
くしないと」東日本大震災後人々
に意識されだしたのが「絆」とい
う言葉でした。「人は人」「自分は
自分」といった人との付き合いが
煩わしい、気遣いがイヤという人
が増えているように思います。そ
こで見直されたのが共生社会で
はないでしょうか。
　少子高齢化、共生社会に向け
た福祉の在り方を14地区社協と
も探ってまいります。

藤沢市地区社会福祉協議会
連絡協議会 会長

川原田 武

withコロナ、一歩ずつ前へ

村岡地区 善行地区

　コロナの感染拡大により、地域でのボランティアや団体活動が中止になるなど、
大きな影響を受けています。一方で、さまざまな団体の皆さんが、新しい生活様式
を取り入れ感染対策を徹底するなどの努力をされ、活動の再開、継続に取り組んで
います。今回はそんな皆さんの中から6つの団体の活動をご紹介します。

コロナ禍の現在では、お弁当配布をおこなっています
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電話：０４６６－４７－８１３１

　いきいきシニアセンター(やすらぎ荘・湘南なぎさ荘・こぶし荘)では、新型コロナウイ
ルス感染防止のためのガイドラインを設け、一部を除き施設利用ができます。

　活動室利用登録団体は50団体を超え、2020年7月から各団体の活動に利用されています。
　新生活様式に沿ってガイドラインを作成し、団体の皆さまにはコロナウイルス感染予防対策
にご理解・ご協力いただいて運営をしています。
　ご登録いただける団体は以下のとおりです。今後も感染拡大防止に努め運営していきますので、ぜひご利用ください。

　藤沢市役所分庁舎2階、ボランティアセンターカウンター
奥に設置された「社会参加活動スペース」をご紹介します。
　専任のスタッフ2名を配置して、社会参加のきっかけづく
りを目的としたボランティア活動を提供しています。その方
の得意なこと、好きなこと、できることをボランティア活動と
いう「形」にしてご協力いただいています。

　新型コロナウイルス感染症の影響で4月から開けること
ができませんでしたが、5月以降、ご自宅で
できるボランティア作業を、少しずつ協力
者のお宅にお届けすることからはじめて
いきました。また、分庁舎内のソファーに置
くソーシャルディスタンスを示したイラスト
もスタッフと共同で作成しました。

　この「社会参加活動スペース」では、利用される方が過ごしやすい場に
なるような工夫をしながら、その方に合った「ボランティ
ア活動」をオーダーメイドで一緒に考えます。情報収集
ができるインターネット環境の整備もしてありますので、
コロナ禍も踏まえご本人だけでなく、ご家族や関係者の
方が語らい、相談のできる場としても柔軟に対応できる
ようにしていきたいと思っています。

　6月に入り、あらためてこれまで社会参加ボランティアに協力してくださった
方たちにニュースレターを送付しました。３密を避け、ボランティア活動に協力
してくださる方が少しずつ足を運びはじめ、イラスト作成やティッシュのカード
入れ、ものづくり等、スタッフも一緒にお手伝いしながら動きはじめました。手
洗い・消毒・検温・換気等感染予防にも配慮した環境づくりを徹底しています。

　入館の際は、次の事にご協力をお
願いします。

● マスクの着用
● 手指の消毒
● 検温（37.5度以上の方は入館不可）
● セルフ（ご自身）でのカード受付　
● 靴は持参した靴袋
　（布・ビニール等）
　 に入れる

入館時のお願い

　現在利用中止となっている設備、サービ
ス等については、コロナの感染状況を踏ま
えて、再開の検討をおこなっていきます。

いきいきシニアセンターより

※講座開催や利用再開の情報は、市広報、ホームペー
ジ、チラシ等でご確認ください。

やすらぎ荘
電話81-6068（代）

サークル活動
講座の開催

浴室利用

運動浴室(プール)利用

こぶし荘
電話45-3121（代）

湘南なぎさ荘
電話36-2315（代）

大広間(輪踊り・カラオケ)の利用
健康相談・医師相談

売店・食堂の営業

○（一部不可）
○

○（要予約)

○（一部不可）
○

○（要予約)

○(講座のみ・要予約)
×（一般開放）

○（火～金・喫茶のみ）
11時～13時

○(講座のみ・要予約)
×（一般開放）

○（一部不可）
○

○（要予約）浴室予約
電話番号45-3129

×
○（要予約）

×

○（要予約） ○（要予約）

×
○（要予約）

×
○（要予約）

×

ご利用に関してはCSWまでお問合せください

区分Ⓐ9時～12時　区分Ⓑ13時～16時　区分Ⓒ17時～20時（平日のみ） 毎月第３日曜日および年末年始12/28～翌年1/3活動室
利用時間 休所日

地域福祉活動センター活動室より

障がい、疾病、生活困窮、社会的孤立などの生活上の課題を抱える当事者や家族が自発的に組織し
た当事者会、家族会、自助グループであって、❶から❹までのすべての要件を満たす団体
　❶構成員が5人以上であること
　❷「構成員の半数以上が藤沢市在住・在勤・在学」または「活動の拠点が藤沢市」のいずれかに当てはまること
　❸構成員の多数が当事者（家族を含む）または当事者経験があり、当事者が主体的に運営していること
　❹団体の活動が継続的におこなわれていること

当事者会
家族会

自助グループ

社会福祉全般の問題の解決や地域の福祉課題に取り組むボランティア団体及び地域団体であって、❶
から❸までのすべての要件を満たす団体（特定非営利活動法人以外の法人は登録できません）
　❶構成員が5人以上で、その半数以上が「藤沢市在住、在勤、在学者」であること
　❷主に市内で活動しているか、または活動の対象者の半数以上が藤沢市民であること
　❸団体の活動が継続的におこなわれていること

社会福祉関係
ボランティア団体

地域の福祉課題に取り組む団体や社
会福祉事業等の事業者で構成され、藤
沢市で活動する全市的な協議体また
は連絡会等

社会福祉関係
機関の協議体等

※電話による予約は、各センターの代表番号におかけください。
※こぶし荘の浴室予約については、「浴室予約電話番号」におかけください。
※湘南すまいるバス（高齢者福祉バス）は、従来通りの時間帯、乗車人数で運行しております。（マスク着用等あり）

イラストボランティア

ニュースレター

赤い羽根ティッシュ

お掃除
ボランティア

手作りマスク イラストの活用

赤い羽根街頭募金に協
力してくれた子どもたち
へお礼のお菓子“詰め”

コロナ禍でのスタートコロナ禍でのスタートコロナ禍でのスタート

社会参加活動スペースのご紹介社会参加活動スペースのご紹介

できることを少しずつゆっくりとできることを少しずつゆっくりとできることを少しずつゆっくりと

こんな場所があったらいいなこんな場所があったらいいなこんな場所があったらいいな

リモート会議など実施
可能なインターネット
環境を整えています。
ご相談ください。

スカイウェルのみ（当日予約）
○（貸出のみ）

×

○（施術師に直接要予約）
天野先生070-5455-5327
坂中先生090-1661-9871

マッサージ機のみ
×
×

両方利用可（当日予約）
×
×

スカイウェル・マッサージ機
図書コーナー

囲碁・将棋コーナー

鍼・マッサージ

第53 号 市 社 協 ふ じ さ わ 令和 3年 1月 1日 第 53 号市 社 協 ふ じ さ わ令和 3年 1月 1日
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　三浦煌太郎さんは平成27年度の市民養成講座を受講され、これまでに3名の方の受任
経験をお持ちのベテラン市民後見人です。また、市民後見人の仲間と有志の会「ふたば
会」をつくられるなど、とても熱心に活動されています。

ふじさわあんしんセンターより

在宅福祉サービスセンターより

市民後見人とは？
　市民後見人とは、市区町村等が実施する養成研修を受講するな
どして成年後見人として必要な知識を得た一般市民の中から、家
庭裁判所が成年後見人として選任した方です。

　ホームヘルパー事業はご利用者宅を訪問してのサービスであり、交代勤務を含めて
感染症防止対策を徹底して、ご利用者の支援を継続しています。

Ｑ１  市民後見人になろうと思ったきっかけは？
　母親が高齢になり、一人では生活できなくなったため私が
母親の見守りと金銭の管理をすることになりました。その時藤
沢市が市民後見人養成講座を開催することを知り、成年後見
人に大変興味を持っていたので受講し、後見人になりました。

Q3  市民後見人になって感じたやりがいは？
　同じ藤沢市に住む自立が難しい方が安心して毎日を過ごせるよう、微力ながらお手伝いする
ことは、私の生活をより充実させてくれるものと思っております。

Ｑ2  市民後見人の主な活動内容は何ですか？
　自立できなくなった、主にご高齢の方に対し、社会福祉協議会及び入居施設のスタッフ等関
係者の方々と話し合いながら、定期的にご本人と面談し、心身の状態、生活状況等を把握し、ご
本人が安心して日々の生活が送れるよう身上への配慮と財産の管理をしています。

※成年後見制度とは…判断能力が十分でない方を法律的に保護する仕組みです。成年後見人などが
　ご本人に代わって財産管理や、契約をおこなったり、一緒に考えたりしながら生活を支援します。

市民後見人 1期生　三浦 煌太郎さんへ インタビュー

三浦 煌太郎さん

　ヘルパーは「ウイルスを運ばない・持ち込まない」を合言葉に健康管理と感染予防に努
め、ご利用者の体調についても随時把握して、体調の変化があった場合はご親族や関係
機関に報告し、迅速な対応に努めています。

令和 3 年 1 月 1 日 市 社 協 ふ じ さ わ 第53号
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CSW
コミュニティ ソーシャル ワーカー

ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）より

CSWが給食食材を自宅にお届けCSWが給食食材を自宅にお届け

Ｑ１  お届けする時にどんな工夫をしたの？
　玄関先で食材をお届けしながら、CSWのチラシや「コロナ関連
の相談窓口一覧」「食材を使ってのレシピ集」（下記参照）も一緒に
お渡ししました。

Ｑ2  実際相談はあったのかな？
　やりくりが厳しい、仕事が不安定、子育てしなが
らの生活が不安等のご相談をお受けしました。今
でも関わりを続けているご家庭もあります。

届いた食材に、自宅にあるものをチョイ足しして簡単に調
理できるレシピ集。子どもたちに作る喜びも感じてもらえ
たらと願いを込めて、社会参加スタッフが作成しました。

届いた食材に、自宅にあるものをチョイ足しして簡単に調
理できるレシピ集。子どもたちに作る喜びも感じてもらえ
たらと願いを込めて、社会参加スタッフが作成しました。

令和 3 年 1 月 1 日市 社 協 ふ じ さ わ第53号
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　テーマを思い描いてみると、「はりあい」「楽しみ」「お付き合い」などの「した
いこと」を「なじみの」環境の中で続けることかなと思います。
　医療や介護などの公共サービスを利用するだけでは、「自分らしい暮らし」と
は、少し違う気が。生活にはいろいろな困りごともあります。
　私たちの生活（地域）の中には、自治会・町内会、老人会、地区の社会福祉協
議会、ボランティアセンター、地域の縁側、NPOなどによる、「地域の活動」「居
場所」「生活支援の取り組み」があります。
　こうした、活動、取り組みを大切に、支え、支えられる地域づくりを皆さんと進
めていければと思います。

　藤沢市は５月、段階的に小中学校を再開し、給食がはじまるまでの間、ひとり親
や親が病気で働けない家庭など“食の支援”が必要な子ども約５７０人に食材配
布を実施しました。お米や牛乳、レトルト食品等を給食調理員さんが段ボール箱
に詰めて準備。コロナ禍で困りごとがあればその場でお伺いできるようにと、配
達は藤沢市社会福祉協議会のCSWが藤沢市から依頼を受け、各小中学校の先
生方にご協力いただき、学校からご自宅にお届けしました。

第一層
生活支援コーディネーター

小野 秀樹
お　の ひで き

 「住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続ける」

簡単・美味
しい

レシピ集も

一緒にお届
け♪

簡単・美味
しい

レシピ集も

一緒にお届
け♪

生活支援コーディネーターより



電話：０４６６－４７－８１３１

　いきいきシニアセンター(やすらぎ荘・湘南なぎさ荘・こぶし荘)では、新型コロナウイ
ルス感染防止のためのガイドラインを設け、一部を除き施設利用ができます。

　活動室利用登録団体は50団体を超え、2020年7月から各団体の活動に利用されています。
　新生活様式に沿ってガイドラインを作成し、団体の皆さまにはコロナウイルス感染予防対策
にご理解・ご協力いただいて運営をしています。
　ご登録いただける団体は以下のとおりです。今後も感染拡大防止に努め運営していきますので、ぜひご利用ください。

　藤沢市役所分庁舎2階、ボランティアセンターカウンター
奥に設置された「社会参加活動スペース」をご紹介します。
　専任のスタッフ2名を配置して、社会参加のきっかけづく
りを目的としたボランティア活動を提供しています。その方
の得意なこと、好きなこと、できることをボランティア活動と
いう「形」にしてご協力いただいています。

　新型コロナウイルス感染症の影響で4月から開けること
ができませんでしたが、5月以降、ご自宅で
できるボランティア作業を、少しずつ協力
者のお宅にお届けすることからはじめて
いきました。また、分庁舎内のソファーに置
くソーシャルディスタンスを示したイラスト
もスタッフと共同で作成しました。

　この「社会参加活動スペース」では、利用される方が過ごしやすい場に
なるような工夫をしながら、その方に合った「ボランティ
ア活動」をオーダーメイドで一緒に考えます。情報収集
ができるインターネット環境の整備もしてありますので、
コロナ禍も踏まえご本人だけでなく、ご家族や関係者の
方が語らい、相談のできる場としても柔軟に対応できる
ようにしていきたいと思っています。

　6月に入り、あらためてこれまで社会参加ボランティアに協力してくださった
方たちにニュースレターを送付しました。３密を避け、ボランティア活動に協力
してくださる方が少しずつ足を運びはじめ、イラスト作成やティッシュのカード
入れ、ものづくり等、スタッフも一緒にお手伝いしながら動きはじめました。手
洗い・消毒・検温・換気等感染予防にも配慮した環境づくりを徹底しています。

　入館の際は、次の事にご協力をお
願いします。

● マスクの着用
● 手指の消毒
● 検温（37.5度以上の方は入館不可）
● セルフ（ご自身）でのカード受付　
● 靴は持参した靴袋
　（布・ビニール等）
　 に入れる

入館時のお願い

　現在利用中止となっている設備、サービ
ス等については、コロナの感染状況を踏ま
えて、再開の検討をおこなっていきます。

いきいきシニアセンターより

※講座開催や利用再開の情報は、市広報、ホームペー
ジ、チラシ等でご確認ください。

やすらぎ荘
電話81-6068（代）

サークル活動
講座の開催

浴室利用

運動浴室(プール)利用

こぶし荘
電話45-3121（代）

湘南なぎさ荘
電話36-2315（代）

大広間(輪踊り・カラオケ)の利用
健康相談・医師相談

売店・食堂の営業

○（一部不可）
○

○（要予約)

○（一部不可）
○

○（要予約)

○(講座のみ・要予約)
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共同募金運動功労者表彰の紹介

　新型コロナウイルスの感染拡大や自然災害が続く中、人を支える福祉活動の原
点である「つながりをたやさない社会づくり」を全国共通テーマに掲げ、今年の共同
募金運動がはじまりました。
　募金活動にご参加いただいた自治会・町内会の皆さん、民生委員児童委員さんを
はじめ、たくさんのボランティアさんのご協力のもと、市内では19，615，850円（令和2年１２月１０日現在）の
寄付が集まりました。本当にありがとうございました。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、全国及び神奈川県の社会福祉大会が
中止となりましたが、受賞者にはそれぞれ表彰状が贈られましたのでお知らせいたします。

バングラデシュ南部避難民救援金・中東人道危機救援金を受け付けています。

市内総額  19,615,850円 （令和2年12月10日現在）

赤い羽根共同募金中間報告

【団体】日本ボーイスカウト
　　　神奈川連盟藤沢第１８団

善行地区社会福祉協議会会長
田代 喜宣

216,421円

▲聖園子供の家&藤沢東
　ロータリークラブの皆さん

▲ボーイスカウト
　藤沢第6団の皆さん

▲NPO法人善行ひばりの
　家の皆さん

幼稚園、小・中・高校で生徒の皆さんが中心
となり募金活動にご協力
いただきました
（2園／8校）

ダイレクトメールを通じて市内
法人の皆さまにご協力いただ
き ました（85件）

193,149円学校募金

828,000円法人募金

（個人・団体から寄せられた募金）
488,301円その他募金

団体…16件／424,136円
個人…9件（匿名1件）／56,500円 
窓口募金箱…7,665円

自治会・町内会の皆さまに
は、回覧やポスター掲示にも
ご協力いただきました 
（110,660世帯）

17,543,109円戸別募金

街頭募金

会社や官公庁などの職員の
皆さまが中心となり職場内
での募金活動にご協力いた
だきました（22法人）

346,870円職域募金

厚生労働大臣表彰 神奈川県知事表彰

駅前などでマスク・手袋を着け、パネルや音
声で募金を呼びかけました
（41団体）

令和2年度 藤沢市・藤沢市社会福祉協議会 社会福祉功労者表彰

日赤 国内義援金&海外救援金

　令和2年11月27日藤沢市役所分庁舎2階にて、社会福祉のため
に貢献された方々に対して、表彰状と感謝状を贈呈いたしました。

　日本赤十字社では、災害で被災された方々を支援するため、義援金を受付ております。
　なお、皆さま方からお寄せいただきました義援金は、被災都道府県が設置する義援金
配分委員会へ全額をお届けします。

藤沢市社協会長 表彰
●【社会奉仕活動功労】 
菅原 智栄子／山口 絢子／松本 庸子／山下 伊津子／宮崎 文雄／
片瀬地区ボランティアセンター運営委員会／
村岡地区福祉ボランティアセンターぬくもり

藤沢市長 感謝【愛の輪福祉基金への寄付】
オイレス工業株式会社

●【義援金寄付】
新倉 有／小菅 孝

●【社会貢献活動功労】
ＪＡさがみわいわい市 藤沢店及び出荷者一同／
一般財団法人アズビル山武財団

●【地域福祉活動功労】認定ＮＰＯ法人ぐるーぷ藤
●【特別功労】北島 令司／浅野 朝子

表彰・感謝状を授与された皆さま

国内 義援金

海外 救援金

（順不同・敬称略）

藤沢市社協会長 感謝
●【社会福祉協議会への寄付】
井上 武久／戸大建設工業株式会社／
藤沢北交通安全協会／
株式会社ノジマ
※匿名希望者 ２名

※災害時等以外でも、国際活動にご協力いた
　だく海外救援金を随時受け付けています。

令和２年７月豪雨災害義援金
受付期間 ： ２０２１年３月３１日（水）まで
令和２年７月３日からの大雨に伴う災害
現在の配分先 ： 山形県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県

令和元年台風第１９号災害義援金
受付期間 ： ２０２１年３月３１日（水）まで
令和元年台風第１９号および１０月２４日からの大雨に伴う災害
現在の配分先 ： 宮城県、福島県、長野県

平成３０年７月豪雨災害義援金
受付期間 ： ２０２１年６月３０日（水）まで
平成３０年台風第７号および前線等に伴う、西日本を中心とした
大雨災害
現在の配分先 ： 広島県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県、岐阜県、
　　　　　　   京都府、兵庫県、島根県、岡山県

平成２９年７月５日からの大雨災害義援金
受付期間 ： ２０２１年３月３１日（水）まで
平成２９年７月５日からの九州北部地方における断続的な大
雨による災害
現在の配分先 ： 福岡県
　
平成２８年熊本地震災害義援金
受付期間 ： ２０２１年３月３１日（水）まで
平成２８年４月１４日に発生した熊本県熊本地方を震源とする
最大震度７の地震に伴う災害。
現在の配分先 ： 熊本県
　
東日本大震災義援金
受付期間 ： ２０２１年３月３１日（水）まで
平成２３年３月１１日午後２時４６分に三陸沖で発生したマグニ
チュード９の大地震により引き起こされた大災害。最大震度７
の強い揺れと国内観測史上最大の津波に伴い、東北・関東地
方を中心とする広範囲に甚大な被害をもたらした。
現在の配分先 ： 岩手県、宮城県、福島県、茨城県

※義援金の募集については、被災都道府県の判断によるものであり、日本赤十字社はその判断に基づき、受付を実施しています。

（敬称略）

※詳しくは日本赤十字社のホームページをご覧ください。

第53 号 市 社 協 ふ じ さ わ 令和 3年 1月 1日 第 53 号市 社 協 ふ じ さ わ令和 3年 1月 1日

8 9



共同募金運動功労者表彰の紹介

　新型コロナウイルスの感染拡大や自然災害が続く中、人を支える福祉活動の原
点である「つながりをたやさない社会づくり」を全国共通テーマに掲げ、今年の共同
募金運動がはじまりました。
　募金活動にご参加いただいた自治会・町内会の皆さん、民生委員児童委員さんを
はじめ、たくさんのボランティアさんのご協力のもと、市内では19，615，850円（令和2年１２月１０日現在）の
寄付が集まりました。本当にありがとうございました。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、全国及び神奈川県の社会福祉大会が
中止となりましたが、受賞者にはそれぞれ表彰状が贈られましたのでお知らせいたします。

バングラデシュ南部避難民救援金・中東人道危機救援金を受け付けています。

市内総額  19,615,850円 （令和2年12月10日現在）

赤い羽根共同募金中間報告

【団体】日本ボーイスカウト
　　　神奈川連盟藤沢第１８団

善行地区社会福祉協議会会長
田代 喜宣

216,421円

▲聖園子供の家&藤沢東
　ロータリークラブの皆さん

▲ボーイスカウト
　藤沢第6団の皆さん

▲NPO法人善行ひばりの
　家の皆さん

幼稚園、小・中・高校で生徒の皆さんが中心
となり募金活動にご協力
いただきました
（2園／8校）

ダイレクトメールを通じて市内
法人の皆さまにご協力いただ
き ました（85件）

193,149円学校募金

828,000円法人募金

（個人・団体から寄せられた募金）
488,301円その他募金

団体…16件／424,136円
個人…9件（匿名1件）／56,500円 
窓口募金箱…7,665円

自治会・町内会の皆さまに
は、回覧やポスター掲示にも
ご協力いただきました 
（110,660世帯）

17,543,109円戸別募金

街頭募金

会社や官公庁などの職員の
皆さまが中心となり職場内
での募金活動にご協力いた
だきました（22法人）

346,870円職域募金

厚生労働大臣表彰 神奈川県知事表彰

駅前などでマスク・手袋を着け、パネルや音
声で募金を呼びかけました
（41団体）

令和2年度 藤沢市・藤沢市社会福祉協議会 社会福祉功労者表彰

日赤 国内義援金&海外救援金

　令和2年11月27日藤沢市役所分庁舎2階にて、社会福祉のため
に貢献された方々に対して、表彰状と感謝状を贈呈いたしました。

　日本赤十字社では、災害で被災された方々を支援するため、義援金を受付ております。
　なお、皆さま方からお寄せいただきました義援金は、被災都道府県が設置する義援金
配分委員会へ全額をお届けします。

藤沢市社協会長 表彰
●【社会奉仕活動功労】 
菅原 智栄子／山口 絢子／松本 庸子／山下 伊津子／宮崎 文雄／
片瀬地区ボランティアセンター運営委員会／
村岡地区福祉ボランティアセンターぬくもり

藤沢市長 感謝【愛の輪福祉基金への寄付】
オイレス工業株式会社

●【義援金寄付】
新倉 有／小菅 孝

●【社会貢献活動功労】
ＪＡさがみわいわい市 藤沢店及び出荷者一同／
一般財団法人アズビル山武財団

●【地域福祉活動功労】認定ＮＰＯ法人ぐるーぷ藤
●【特別功労】北島 令司／浅野 朝子

表彰・感謝状を授与された皆さま

国内 義援金

海外 救援金

（順不同・敬称略）

藤沢市社協会長 感謝
●【社会福祉協議会への寄付】
井上 武久／戸大建設工業株式会社／
藤沢北交通安全協会／
株式会社ノジマ
※匿名希望者 ２名

※災害時等以外でも、国際活動にご協力いた
　だく海外救援金を随時受け付けています。

令和２年７月豪雨災害義援金
受付期間 ： ２０２１年３月３１日（水）まで
令和２年７月３日からの大雨に伴う災害
現在の配分先 ： 山形県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県

令和元年台風第１９号災害義援金
受付期間 ： ２０２１年３月３１日（水）まで
令和元年台風第１９号および１０月２４日からの大雨に伴う災害
現在の配分先 ： 宮城県、福島県、長野県

平成３０年７月豪雨災害義援金
受付期間 ： ２０２１年６月３０日（水）まで
平成３０年台風第７号および前線等に伴う、西日本を中心とした
大雨災害
現在の配分先 ： 広島県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県、岐阜県、
　　　　　　   京都府、兵庫県、島根県、岡山県

平成２９年７月５日からの大雨災害義援金
受付期間 ： ２０２１年３月３１日（水）まで
平成２９年７月５日からの九州北部地方における断続的な大
雨による災害
現在の配分先 ： 福岡県
　
平成２８年熊本地震災害義援金
受付期間 ： ２０２１年３月３１日（水）まで
平成２８年４月１４日に発生した熊本県熊本地方を震源とする
最大震度７の地震に伴う災害。
現在の配分先 ： 熊本県
　
東日本大震災義援金
受付期間 ： ２０２１年３月３１日（水）まで
平成２３年３月１１日午後２時４６分に三陸沖で発生したマグニ
チュード９の大地震により引き起こされた大災害。最大震度７
の強い揺れと国内観測史上最大の津波に伴い、東北・関東地
方を中心とする広範囲に甚大な被害をもたらした。
現在の配分先 ： 岩手県、宮城県、福島県、茨城県

※義援金の募集については、被災都道府県の判断によるものであり、日本赤十字社はその判断に基づき、受付を実施しています。

（敬称略）

※詳しくは日本赤十字社のホームページをご覧ください。

第53 号 市 社 協 ふ じ さ わ 令和 3年 1月 1日 第 53 号市 社 協 ふ じ さ わ令和 3年 1月 1日

8 9



寄 託 品

令和 3 年 1 月 1 日市 社 協 ふ じ さ わ第53号

53
vol.

2021年1月号

藤沢市社会福祉協議会（市社協）は社会福祉法に基づき、 市民の皆さんの参加と協力によって、
地域福祉の推進を図ることを目的とする福祉団体です。

●2021年～withコロナの時代～ 当協議会副会長より新年のごあいさつ・・・2
●withコロナ、一歩ずつ前へ 6団体活動紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
●地域福祉活動センター活動室より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
●いきいきシニアセンターより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
●ふじさわあんしんセンターより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
●在宅福祉サービスセンターより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
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ふれあい掲示板
たーすけくん・あいちゃん

（順不同・敬称略）

浅野 朝子
芦田 好子
池田 勝利
伊佐早 正二
岩本 すづ江
鈴木 公子
髙橋 尚彦
遠矢 良命・節子
牧野 喜一
宮﨑 信子
渡邊 奈美子
藤沢市医師会
青木医院
彩クリニック南藤沢
ありあけ内科クリニック
いせき小児科医院
桜林産婦人科医院
片瀬クリニック

加藤小児科
クローバーホスピタル
ココロまち診療所
牛腸内科医院
後藤内科医院
木庭医院
小林内科医院（鵠沼桜が岡）
小林内科医院（辻堂新町）
酒井医院
さくまこどもクリニック
さわ内科糖尿病クリニック
湘南慶育病院
湘南斉藤クリニック
湘南星和クリニック
湘南台腎泌尿器・漢方クリニック
湘南中央病院
湘南長寿園病院
湘南ホスピタル

白木内科医院
すが内科クリニック
杉本医院
橘内科
辻堂いなほクリニック
（医社）南星会
野中脳神経外科クリニック
はらだメンタルクリニック
藤沢御所見病院
藤沢湘南台病院
藤沢病院
望星藤沢クリニック
本藤沢内科クリニック
宮川医院
やのハートクリニック
山川医院
山崎メンタルクリニック
やまだ内科クリニック

よしだみつぎ整形外科クリニック
藤沢市歯科医師会
湘南食サポート歯科
鶴田歯科医院
パーク歯科クリニック
浜見山歯科医院
星谷歯科医院
三橋歯科医院
わかばデンタルクリニック
藤沢市薬剤師会
あさがお薬局
あやみ薬局
イイジマ薬局
イツワ ファーマシー
永代薬局
桜花堂薬局
海岸公園ファーマシー
光和薬局

すみれ調剤薬局 辻堂店
田辺薬局 辻堂元町店
長後西口薬局
ときわ漢方薬局
ふじいろ薬局
ベル薬局
牧野薬局
まなみ薬局
みどり薬局
薬局アポテイク渡内店
薬健
ユマニテ薬局
わかば薬局
クローバーヴィラ
藤沢市遺族会
藤沢市更生保護女性会
ヘルスプラン

あたたかいご寄付を
ありがとうございました

令和2年

8月１日▶11月30
日

共 同 募 金 会 か ら の お 知 ら せ

イトーヨーカドー藤沢店労働組合
イトーヨーカドー労働組合
ザ・プライス湘南台支部
檜山 芳惠
関根 臣樹

湘南地域労働者福祉協議会・・・・・タオル
第一生命保険株式会社 湘南支社・・・マスク
株式会社 ファンケル・・・・・・・・・・・・・・・・・マスク

社会福祉
のために

【藤沢市斎場売店】
ご来店をお待ちしております

　第７弾となる江ノ島電鉄㈱様と湘南モノレール㈱様とのコラボ
事業。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ボラン
ティアを代表して藤沢市社協と鎌倉市社協の職員数名で街頭募金
を実施します（残念ながら“えのん”と“しょもたん”は来れません）。
　１月９日（土）１２時～１３時「スバナ通り」にておこないます。ご寄
付していただいた方にお好きなコラボ缶バッジとメッセージカード
を入れたポケットティッシュをお渡しします。

　藤沢市斎場内の売店(障がい者の就労支援、ともしびショッ
プ)では、仏花、線香、お菓子、飲み物ほかをご用意し、皆さまの
ご利用をお待ちしております。また、法事の際の花束、お料理の
注文も承っております。営業時間は、基本8時30分から17時ま
でです(お通夜の都合によっては20時頃まで)。休みは正月の
三が日のみです。
　障がい者4人とともに従事者7人で、ご利用をお待ちしてお
ります。なお、春秋のお彼岸、8月のお盆の時期には、駐車場横
にテントを張って仏花と線香の販売もいたしますのでよろしく
お願いいたします。

赤い羽根共同募金の協働事業“第7弾”

賛助会員の紹介 （令和2年8月１日～11月30日） （敬称略）

【市社協賛助会員募集中】  申込方法：挟み込みのゆうちょ銀行「払込取扱票」をご利用ください。

モノレール＆江ノ電えのん＆しょもたん

コラボ缶バッジ（2種類）

斎場売店電話 88-9267

ポケットティッシュ

社会福祉法人
藤沢市社会福祉協議会
会長 加藤 正美 

この機関紙は共同募金の配分金を財源に発行しています

　今年は「丑」年になりますが、丑年には「急がず目の前のことを着
実に進めることが将来の成功につながっていく」といわれています。
引き続き新型コロナの影響下での年となりそうですが、これまで以
上に地域での支え合いによって暮らしを守る年でもあります。皆さ
んと共に支え合い安心して暮らせるまちづくりに、職員一丸となっ
て取り組んでまいります。

新年おめでとうございます

発行
お問い合わせ

社会福祉法人
藤沢市社会福祉協議会
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〒251-0054 藤沢市朝日町1ー1 藤沢市役所分庁舎1階
電話 0466（50）3525　 FAX 0466（26）6978
E-mail：syakyo1@cityfujisawa.ne.jp
http://www.fujisawa-shakyo.jp/




