
第55 号 市 社 協 ふ じ さ わ 令和 3年 9月 1日

55
vol.

2021年9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。

賛助会員の紹介 （令和3年４月１日～令和3年７月３１日）

大矢 恒夫
松本 豊子
明月 忠純
髙橋 直江
永井 秀和
新堀 由男
菅原 智栄子
山口 カツ
小島 智文
髙橋 尚彦
野口 修

五十嵐 昭平
指籏 博
小泉 紀子
NPO法人樹ケアサポート
移動サービスW.Coらら・むーぶ藤沢
片瀬地区福祉ボランティア しおさい
藤沢食事サービスＷ.Ｃｏクックふじさわ
神奈川聴覚障害者総合福祉協会
NPO法人シニアライフセラピー研究所 亀吉
カーライフプランニグ湘南
福祉クラブ生協オプティー茜

藤沢家事介護W.Coえんじょい
藤沢子育て支援W.Coほっと・すぺーす
藤沢生活支援W.Coひなた
NPO法人 laule’a
やまか
東幸湘南営業所
藤沢市更生保護女性会
藤沢市遺族会
養護老人ホーム湘風園

●令和2年度 事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2～4
●令和2年度 決算報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
●ふじさわボランティアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
●ふじさわあんしんセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

●藤沢市地域福祉活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6～7
●いきいきシニアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
●共同募金運動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
●ふれあい掲示板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

（順不同・敬称略）

ふれあい掲示板

令和3年令和3年
4月1日▶7月31日

たーすけくん・あいちゃん

【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。
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出 張 専 門 相 談 会 成 年 後 見 制 度成 年 後 見 制 度 市 民 講 座

里 親 講 座 の 開 催

日　時日　時

内　容

講　師

場　所
場　所

定　員
申込み

申込み

対象者

相談員

日　時
場　所

申込み
定　員

10月2日（土）・10月8日（金）
各日10時～12時（開場9時30分）
※2日（土）、8日（金）は同じ内容となります。

藤沢市役所分庁舎2階活動室1・2
老後の“もしも”に元気なうちから備える！
さまざまな制度のお話
弁護士 内嶋 順一氏
各日30名
9月21日（火）9時から受付開始
ふじさわあんしんセンター
電話0466-55-3055
FAX0466-55-3066

専門家に
直接ご相談いただけます
専門家に
直接ご相談いただけます

10月9日（土）
13時30分～16時30分
遠藤公民館
藤沢市民とその家族、
相談支援関係者等 6組
司法書士・行政書士（相談時間は1組45分） 
9月27日（月）
9時から受付開始
電話にて先着順
ふじさわあんしんセンター
電話0466-55-3055

11月23日（火・祝）10時～12時
藤沢市役所5階  5-1、5-2会議室
40名（先着順）
10月1日(金)8時30分から
電話にて受付
※氏名・住所・電話番号をお伝えください。

神奈川県中央児童相談所
電話0466-84-1600

あなたの暮らしを守るために知ってあんしん
成年後見基本の「き」

※参加予約は1日のみと
　させていただきます。

無 料

要予約

無 料

要予約

無 料

要予約

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

寄 託 品

あたたかいご寄付を
ありがとうございました

社会福祉
のために

　未来を担う子どもたちが健やかに成長できるように
支援する『里親』とその制度について、皆さんに知ってい
ただくために「里親講座」を開催します。

知 っ て ほ し い 里 親 制 度
都田 直之　　　戸大建設工業株式会社
水嶋 正夫　　　垣見 凌子
藤沢市精神保健福祉連絡協議会
匿名3名

株式会社湘南営繕協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・マスク
落合 敏彦・・・江の島アイランドスパ 優待券
株式会社HGSTジャパン
・・・・・・フリクションボールペン
匿名２名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・マスク

タイトル「アゲハの思い出」写真提供者「Ayaka」さんアゲハ蝶が真っ赤な彼岸花にとまった、一瞬の美しさを撮りました。

発行
お問い合わせ

社会福祉法人
藤沢市社会福祉協議会

10

〒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/



❶社会福祉法人による地域の公益的な取り組みの推進　
　市内41の社会福祉法人が連携・協働していくための「藤沢
市地域公益事業推進法人協議会」の事務局として運営を支
援。昨年度から実施の「福祉なんでも相談窓口事業」の充実
に向け、研修などをおこなう予定だったが、感染防止の観点
から中止となった。
❷地域福祉関係者の協働による支えあいの地域づくり
　「地域共生社会」の実現に向けて、地域団体・福祉関係機関・
行政等18機関19委員より組織された「支えあう地域づくり推
進連絡会」の事務局として運営を支援した。3年度に予定する
第4次地域福祉活動計画の策定において、同連絡会を策定委
員会の位置づけとして進めていくことになり、活動計画に関
する事前勉強会を実施した。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止への取り組みが大きな課題とされる中、各種の講座･研修等
の実施の見あわせ、地域福祉活動センターの利用休止、いきいきシニアセンターの長期にわたる休館
対応等、事業に大きな影響が生じました。
　特に、収入減少や失業等により生活に困窮する方への生活支援が急務となり、生活福祉資金貸付事
業による資金貸付やコミュニティソーシャルワーカー（CSW）による総合的な相談支援等、組織を挙げ
て取り組みました。
　令和２年度は、コロナ禍への対応を図るとともに事業計画に掲げる10の重点目標と各事業に取り組
みましたので、その一部を紹介します。全体の事業等はホームページでご確認ください。

　市社協独自の感染症対応マニュアルを作成し、各職員にお
ける感染予防と健康管理を実施し、感染防止に努めた。

❶特例（緊急小口・総合支援）資金貸付業務
　社会福祉協議会を窓口とする新たな貸付制度が令和2年3月
25日から全国一斉に開始され、市社協では相談・受付業務を
おこなった。また、切迫した困窮世帯に対し、年末年始に臨時
の食材提供や市社協独自の小口資金の貸付をおこなった。
❷市民利用施設の感染防止対策
　新たな利用ガイドライン等による感染防止対策の徹底。
❸ひとり親等生活困窮世帯への学校給食食材セットの提供支援
　教育委員会及び小・中学校と連携して、ひとり親家庭等
の生活困窮世帯を対象に食の支援を実施した。
❹オンラインミーティング等の環境整備
❺コロナ禍における住民活動の支援
　地域活動における感染症防止
対策にかかる新たな助成。
❻微酸性電解水の提供
　消毒用の微酸性電解水をいき
いきシニアセンター3館で住民
に提供した。
❼その他
　寄贈されたマスクの一部を児
童養護施設やいきいきシニア
センターの利用者へ提供した。

重点目標の取り組みの状況

新型コロナウイルス感染症拡大への対応

　ひとり親家庭や一人暮らし高齢者、ひきこもりの方等、支
援を必要とする方に対する各種支援事業を実施した。
❶生活困窮者の自立支援関係事業の推進
　1リユース事業（家電等の再利用）

❶ボランティアや地域活動の担い手の育成
　各種講座・教室等の開催を取りやめ、次年度実施のために
関係者からの意見聴取や安全に配慮した
　実施方法について検討をおこなった。
❷専門性の高い福祉人材の養成
　昨年度の市民後見人養成研修を終了した
　方々のフォローアップ研修をおこなった。

　2フードバンク運営団体との連携
㋐「セカンドハーベストジャパン」（年間実績）
　　
　　
㋑「フードバンクかながわ」
　（年間実績）
　

 　　

　
㋒「フードバンクふじさわ」の設立支援
　地域の助け合いの事業に取り組んでいる「ふじさわ福
祉NPO法人連絡会」を主体とする「フードバンクふじさ
わ」設立準備会に参加し、地域フードバンク設立に向け
た支援をおこなった。

●新規相談件数    2,637件
●延相談件数  　18,769件

　【地域支援活動実績】 ●地域活動等への参加支援  3,597回
●研修・勉強会等          　　  316回

　【相　談　実　績】

●実人数　 　　  17人
●延活動回数　　215回
●主な活動場所　市社協社会参加スペース　１３２件
　　　　　　　　自　宅　３３件
　　　　　　　　その他　大庭台墓園（花売店）
●主な活動内容
　簡易作業・イラスト作成・手作りマスク作成等

〈対　象〉藤沢市在住で児童扶養手当の全額給付認定者
　　　　（生活保護受給世帯は除く）
〈支給額〉①高校進学または就職 ５万円
　　　　②中学進学 ３万円
〈申込期間〉１１月上旬～１月末
〈申請件数〉182件

利用者数  662人中、
●移行者数  445人　●新規利用者数  215人

❸民間機関や民間企業等との連携
1JAさがみの農福連携事業
　JAわいわい市から野菜を提供いただき、子ども食堂等で活用。

2アズビル山武財団「あすなろフレンドシップ就学支援制度」と
の連携

❷コロナ禍での取り組み状況
　重症化が心配される高齢者施設であり、 
独自のガイドラインを定め、利用者の方々
のご協力のもと、感染予防対策を徹底し
て開館した。

　【実績】 ●3センター延利用者数
　42,482人

食材の引き取り・提供回数：34回
提 供 団 体 数（ 延 ）：140団体
配送ボランティア登録数：4人

　市社協内の各相談セクション相互の連携と、行政、社会福祉
法人ほか各種相談支援機関と連携した総合的な相談支援体制
の充実に取り組んだ。
❶CSWによる相談支援及び地域支援体制の拡大
　新たに2地区にCSWを配置し、市内13地区全てに配置さ
れることとなった。

❷地域における総合的な相談支援ネットワークの構築

受入食品数
提 供 件 数
提供食品数

6,122品
478件
5,588品

寄付品受入 50件（142品）寄付品提供  66件（138品）

依頼件数  99件　送料1箱1,800円（市社協負担）

❶成年後見制度等の相談機会の充実
　権利擁護相談機関として幅広い相談に応じるため、新たに
作成したチラシを市内関係機関に配布し、周知を図った。
緊急事態宣言中は各士業団体の協力を得て、通常は対面で
おこなっている専門相談を電話による相談対応とした。
❷市内権利擁護ネットワークの専門性の強化
　「藤沢市権利擁護ネットワーク連絡会」の専門会議として成
年後見制度の普及促進や権利擁護のあり方を検討する「藤
沢市における成年後見制度利用促進に関する検討会」を引
き続き開催した。利用者の親族や専門家を交えたチーム支
援のあり方等について検討をおこなった。

❹地区社会福祉協議会との連携
　市内14地区社協の会長・16地区民児協会長及び市民セン
ター公民館長等を委員とした連絡協議会を実施。現状につい
ての意見交換がおこなわれ、コロナ禍における新たな情報提
供媒体としてニュースレターを計4部発行した。

　【実績】 ●ホームヘルプ事業利用数者　175人
●派遣回数（延）　11,595回
●計画作成実利用者数　61人

❶やすらぎ荘・湘南なぎさ荘・こぶし荘の管理運営
　いきいきシニアセンター管理運営の指定管理者として、地
域福祉推進の拠点施設となるように取り組んだ。今年度は
オリンピック・パラリンピックの応援事業を計画していたが、
コロナ禍により実施できなかった。

令和2年度  事業報告

１．事業継続に向けた組織体制への取り組み

1.地域福祉を支える人材づくり

3.生活困窮者等の地域で孤立する方への支援

5.権利擁護の推進

4.関係機関や民間企業等との連携

6.障がい福祉サービス事業・在宅福祉事業等へ
　の取り組み

7.いきいきシニアセンター
　（藤沢市老人福祉センター）の運営

2.総合的な相談支援体制の構築

2.コロナ禍に対応した新たな取り組み

❷社会参加事業

❶障がい者福祉サービス事業の推進
　市内の体制が充足していない障がい者福祉サービス事業を市
や関係機関等と連携しながら推進したが、新型コロナウイルス
感染症の影響にて利用控えもあり増加には至らなかった。

❷共生社会に向けた在宅福祉事業の推進
　市の公的在宅福祉サービスの検証・見直しをおこなった。緊
急通報システム事業については新制度に移行して利用者が増
加し、新たな人感センサーにより体調不良の早期発見につな
がっている。

❸障がい児者一時預かり事業の推進
　2年度末での一時預かりホームの廃止に伴い、4月から地域
活動ホームの開所日を拡大し7人が地域活動ホームに登録を
移行した。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
一日の利用人数の制限や職員を2班に分けての交代勤務に
より実施した。
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❺コロナ禍における住民活動の支援
　地域活動における感染症防止
対策にかかる新たな助成。
❻微酸性電解水の提供
　消毒用の微酸性電解水をいき
いきシニアセンター3館で住民
に提供した。
❼その他
　寄贈されたマスクの一部を児
童養護施設やいきいきシニア
センターの利用者へ提供した。

重点目標の取り組みの状況

新型コロナウイルス感染症拡大への対応

　ひとり親家庭や一人暮らし高齢者、ひきこもりの方等、支
援を必要とする方に対する各種支援事業を実施した。
❶生活困窮者の自立支援関係事業の推進
　1リユース事業（家電等の再利用）

❶ボランティアや地域活動の担い手の育成
　各種講座・教室等の開催を取りやめ、次年度実施のために
関係者からの意見聴取や安全に配慮した
　実施方法について検討をおこなった。
❷専門性の高い福祉人材の養成
　昨年度の市民後見人養成研修を終了した
　方々のフォローアップ研修をおこなった。

　2フードバンク運営団体との連携
㋐「セカンドハーベストジャパン」（年間実績）
　　
　　
㋑「フードバンクかながわ」
　（年間実績）
　

 　　

　
㋒「フードバンクふじさわ」の設立支援
　地域の助け合いの事業に取り組んでいる「ふじさわ福
祉NPO法人連絡会」を主体とする「フードバンクふじさ
わ」設立準備会に参加し、地域フードバンク設立に向け
た支援をおこなった。

●新規相談件数    2,637件
●延相談件数  　18,769件

　【地域支援活動実績】 ●地域活動等への参加支援  3,597回
●研修・勉強会等          　　  316回

　【相　談　実　績】

●実人数　 　　  17人
●延活動回数　　215回
●主な活動場所　市社協社会参加スペース　１３２件
　　　　　　　　自　宅　３３件
　　　　　　　　その他　大庭台墓園（花売店）
●主な活動内容
　簡易作業・イラスト作成・手作りマスク作成等

〈対　象〉藤沢市在住で児童扶養手当の全額給付認定者
　　　　（生活保護受給世帯は除く）
〈支給額〉①高校進学または就職 ５万円
　　　　②中学進学 ３万円
〈申込期間〉１１月上旬～１月末
〈申請件数〉182件

利用者数  662人中、
●移行者数  445人　●新規利用者数  215人

❸民間機関や民間企業等との連携
1JAさがみの農福連携事業
　JAわいわい市から野菜を提供いただき、子ども食堂等で活用。

2アズビル山武財団「あすなろフレンドシップ就学支援制度」と
の連携

❷コロナ禍での取り組み状況
　重症化が心配される高齢者施設であり、 
独自のガイドラインを定め、利用者の方々
のご協力のもと、感染予防対策を徹底し
て開館した。

　【実績】 ●3センター延利用者数
　42,482人

食材の引き取り・提供回数：34回
提 供 団 体 数（ 延 ）：140団体
配送ボランティア登録数：4人

　市社協内の各相談セクション相互の連携と、行政、社会福祉
法人ほか各種相談支援機関と連携した総合的な相談支援体制
の充実に取り組んだ。
❶CSWによる相談支援及び地域支援体制の拡大
　新たに2地区にCSWを配置し、市内13地区全てに配置さ
れることとなった。

❷地域における総合的な相談支援ネットワークの構築

受入食品数
提 供 件 数
提供食品数

6,122品
478件
5,588品

寄付品受入 50件（142品）寄付品提供  66件（138品）

依頼件数  99件　送料1箱1,800円（市社協負担）

❶成年後見制度等の相談機会の充実
　権利擁護相談機関として幅広い相談に応じるため、新たに
作成したチラシを市内関係機関に配布し、周知を図った。
緊急事態宣言中は各士業団体の協力を得て、通常は対面で
おこなっている専門相談を電話による相談対応とした。
❷市内権利擁護ネットワークの専門性の強化
　「藤沢市権利擁護ネットワーク連絡会」の専門会議として成
年後見制度の普及促進や権利擁護のあり方を検討する「藤
沢市における成年後見制度利用促進に関する検討会」を引
き続き開催した。利用者の親族や専門家を交えたチーム支
援のあり方等について検討をおこなった。

❹地区社会福祉協議会との連携
　市内14地区社協の会長・16地区民児協会長及び市民セン
ター公民館長等を委員とした連絡協議会を実施。現状につい
ての意見交換がおこなわれ、コロナ禍における新たな情報提
供媒体としてニュースレターを計4部発行した。

　【実績】 ●ホームヘルプ事業利用数者　175人
●派遣回数（延）　11,595回
●計画作成実利用者数　61人

❶やすらぎ荘・湘南なぎさ荘・こぶし荘の管理運営
　いきいきシニアセンター管理運営の指定管理者として、地
域福祉推進の拠点施設となるように取り組んだ。今年度は
オリンピック・パラリンピックの応援事業を計画していたが、
コロナ禍により実施できなかった。

令和2年度  事業報告

１．事業継続に向けた組織体制への取り組み

1.地域福祉を支える人材づくり

3.生活困窮者等の地域で孤立する方への支援

5.権利擁護の推進

4.関係機関や民間企業等との連携

6.障がい福祉サービス事業・在宅福祉事業等へ
　の取り組み

7.いきいきシニアセンター
　（藤沢市老人福祉センター）の運営

2.総合的な相談支援体制の構築

2.コロナ禍に対応した新たな取り組み

❷社会参加事業

❶障がい者福祉サービス事業の推進
　市内の体制が充足していない障がい者福祉サービス事業を市
や関係機関等と連携しながら推進したが、新型コロナウイルス
感染症の影響にて利用控えもあり増加には至らなかった。

❷共生社会に向けた在宅福祉事業の推進
　市の公的在宅福祉サービスの検証・見直しをおこなった。緊
急通報システム事業については新制度に移行して利用者が増
加し、新たな人感センサーにより体調不良の早期発見につな
がっている。

❸障がい児者一時預かり事業の推進
　2年度末での一時預かりホームの廃止に伴い、4月から地域
活動ホームの開所日を拡大し7人が地域活動ホームに登録を
移行した。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
一日の利用人数の制限や職員を2班に分けての交代勤務に
より実施した。
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令和2年度  決算報告

支出

収入

収入合計 951,363,148円 支出合計 951,363,148円

居宅介護等事業
109,096,381円

在宅福祉事業 
47,289,748円 あんしんセンター事業

55,751,657円

老人福祉
センター事業
237,897,308円

地域福祉推進活動事業
501,328,054円 

●地域福祉推進事業
  2,448,205円

●地域の縁側事業
  4,096,299円

●援護事業
  2,530,656円

●助成事業
  7,690,836円

●ボランティア
  活動推進事業
  11,033,347円

●資金貸付事業
  29,575,000円

●障がい福祉事業
  17,926,204円

●自立相談支援事業
  94,047,794円

●生活支援コーディ
  ネーター事業
  32,267,670円

●法人運営事業
  299,712,043円

受託金収入
489,513,490円

前年度繰越
16,249,545円

経常経費補助金収入 
226,765,144円

介護保険事業収入
49,112,453円

障がい福祉サービス等
事業収入　48,087,503円

事業収入
18,340,614円

貸付事業収入
20,299,500円

会費・寄付金収入
54,872,415円

その他  28,122,484円 障がい福祉、介護保険
ホームヘルプ事業など

やすらぎ荘、湘南
なぎさ荘、こぶし
荘の管理運営

やすらぎ荘、湘南
なぎさ荘、こぶし
荘の管理運営

判断能力が不十分な方の金銭
管理や成年後見制度に関する
相談支援、市民後見事業など

市の公的在宅福
祉サービス等の相
談事業など

　災害対応に向けて
は、藤沢市・藤沢災害
救援ボランティアネット
ワーク（FSV）・市社協
の三者間における災
害救援ボランティアセ
ンター設置運営に関す
る協定を基本に、各種
取り組みを進めてい
る。2年度については、災害救援ボランティアセンター（本部機
能）とサテライトセンター（各地区に設置される災害ボランティア
センター）の位置づけや相互の役割、運営の方法等についての
具体的な検討に向けて関係機関との調整を図った。なお、例年
実施の災害救援ボランティアセンターの立ち上げ訓練や災害
ボランティアコーディネーター養成研修については、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となった。

❶地域福祉活動センター活動室・
　ふじさわボランティアセンターの運営
　緊急事態宣言下では閉
鎖とし、そうでない期間
は新生活様式に即した
活動室利用ガイドライ
ンに沿った運営を徹底
し、52団体の利用を開
始した。また、同活動セ
ンター内にあるふじさ
わボランティアセンターの運営は、緊急事態宣言下では日中
のみとし、そうでない期間は平日午後８時まで、土日・祝日は
午後５時までに拡大した。
❷福祉情報発信に関する取り組み
　1福祉情報発信Webサイト構築
　公的機関や相談窓口のほか、インフォーマルな地域活動を
社会資源としてデータベース化し、誰もが閲覧できる福祉
情報のコンテンツマネジメントシステム（CMS）を構築した。

　2多目的スペース整備に向けた取り組み
　地域団体の情報誌や会報、各種講座のチラシだけでなく、
広く福祉に関する知識と関心を持ってもらうことを目的
に、福祉に関する書籍を配備するための準備を実施した。

10.災害対応に向けた取り組みの推進

❶市地域福祉計画推進委員会への参画

9.第4次地域福祉活動計画策定に向けた準備（新）

8.地域福祉活動センターの運営（新） 　市の地域福祉計画（行政計画）と地域の活動者や市社協等が
策定する地域福祉活動計画（民間計画）は、藤沢市の地域福
祉を進める両輪計画であることから、市の地域福祉計画推 
進委員会の委員及び事務局として参画した。
❷「地域福祉活動計画」勉強会の開催
　3月、次期計画策定に参画する委員を対象とした勉強会を開
催。委員の一人となる横浜創英大学の平野友康氏から、地
域福祉に関する考え方や活動計画の意義等について講演い
ただき、 基礎知識等の共有を図った。

　計画推進の両輪と位置付けている市の「藤沢市地域福祉計画2026」が令和3年3月
に策定されました。この計画は、さまざまな分野の地域活動者、専門機関等が参加した策
定委員会において、市民アンケートや地域団体等へのヒアリング等も踏まえ、策定されて
おり、地域福祉推進の理念・方向性等が規定されています。
　「地域福祉活動計画」は、市の計画と連動して地域福祉を推進していくため、市の地域福祉の推進方
針を共通の目的として捉え、さらに具体的な各種施策や事業・活動について計画し、市民・専門機関・企
業・行政等と連携・協力して取り組んでいくものです。

　令和3年度は、「藤沢市地域福祉活動計画策定委員会」を設置して策定をおこなっています。

　地域の中には、いろいろな人たちがいて、たくさんの知恵や豊富な経験があり、多くの力があります。
それらを地域の活動に活かしたり、組み合わせていくことができれば、いきいきと安心
して生活ができる地域社会の実現につながっていきます。
　皆さんも一緒に地域福祉について考えてみませんか。ご意見のある方は藤沢市社会
福祉協議会へご連絡ください。お待ちしております。

地域に関心を持ち、
行動できる
人材づくり

お互いが見守り、
支えあい、つながる
地域づくり

誰もが安心して
暮らせる
しくみ

一人ひとりが主役
共に支えあい  安心して暮らせるまち  ふじさわ

※「藤沢市地域福祉計画2026」のめざすべき将来像、基本目標です。

　（敬称略・順不同）藤沢市地域福祉活動計画策定委員メンバー
自治会連合会／地区社協連絡協議会／地区ボランティアセンター連絡会／青少年育成協議会／災害救援ボランティア
ネットワーク／子育て支援グループ／老人クラブ連合会／民生委員児童委員協議会／地区保護司会／福祉団体連絡会／
高齢者福祉施設連絡会／障害福祉法人協議会／民間保育園設置法人代表者会／介護保険事業所連絡会／生活困窮者
支援法人／学識経験者／神奈川県社会福祉協議会／藤沢市

策定委員会を
設置

地域の意見などを踏まえて
議論を重ねる 令和3年度末完成

令和4年度から
計画の実施に
取り組む

～新たな活動を目指して～

地域福祉活動計画の位置づけ

地域福祉活動計画策定の体制

第55 号 市 社 協 ふ じ さ わ 令和 3年 9月 1日 第 55 号市 社 協 ふ じ さ わ令和 3年 9月 1日

4 7



ふじさわボランティアセンター ０４６６‒26‒9863　　０４６６‒50‒3671
月～金8：3０～20：00（土・日・祝～17：00）第３日曜日休年末年始除く

地域の企業等からも食糧の寄
付があるなど、地域での支援
の輪が広がりをみせています。

w208、h297_ 表

　令和３年４月からスタートした「フードバンクふじさわ」は、まだ消
費できるにもかかわらず廃棄されてしまう食糧を個人、企業、行政
等からご提供いただき、市内６拠点のフードパントリーにおいて、食
糧支援を必要とされている方への提供をおこなうとともに、社会的
孤立者の居場所、活動の場づくりに取り組んでいます。

フードバンクふじさわ

　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、ご本人らしい
生活が送れるように支援します。

成年後見制度の利用に関することなど、専門家の先生にご相談できます

　成年後見制度等について、さまざまな
専門家による相談会を毎月定期的に開
催しています。
　今回は、社会福祉士の清水聖子先生
にインタビューをさせていただきました。

第１水曜日：行政書士　第２水曜日：弁護士　第３水曜日：司法書士　第４水曜日：税理士または社会福祉士

社会福祉士さんは普段どんなお仕事をしているのですか？
私自身は地域包括支援センターで高齢の方に関する相談を受けてい
ます。ほかの社会福祉士の方々は障がいや保育の領域、地域の権利擁
護に関することなど福祉の相談の専門職として従事しています。

神奈川県
社会福祉士会
湘南東支部
清水 聖子 先生

※定例の相談会のほか、市内各地区にて出張相談会を開催しています。最新の出張相談会については最終面「ふれあい掲示板」でご確認ください。

専門家による相談会 場所／藤沢市社会福祉協議会 市役所分庁舎1階　予約受付：ふじさわあんしんセンター

Ａ.
Ｑ.

どのような方が相談にいらっしゃいますか？
認知症になった親御さんのご相談が多いように思います。また、ご自身
の老後のこと、お金や生活上の困りごとなどについてご相談される方
もいらっしゃいます。介護サービスを利用されている方がケアマネさん
などに勧められて成年後見の申立ての相談に来ることもあります。

Ａ.
Ｑ.

ご相談に来る方へ一言お願いします。
「このような初歩的なことで相談しても良いのかしら？」と迷わず、来ていただけ
ればお気持ちに寄り添って一緒に考えていきます。お気軽にご相談ください。

Ａ.
Ｑ.

要事前予約

「ひとり親世帯」と
「ひとり暮らしの大学生」

フードバンクの利用対象者

フードパントリー設置場所

藤沢市藤沢1049
☎0466-28-4649

ささえあいセンター
ヨロシク♪まるだい

藤沢市大庭5348-16
高橋ビル202
☎0466-54-9681

地域の縁側
ほっと舎

藤沢市鵠沼石上1-6-1
ホテル法華クラブ湘南B1F
☎0466-25-8111

ふらっとステーション
ふじさわ

藤沢市城南4-9-8
城東ビル ラポール城南
☎070-1432-0952

ささえあいセンター
かるがも

藤沢市渡内4-5-18
渡内クリニックビル1階
☎0466-86-7531

ささえあいセンター
きらり

藤沢市高倉650-30
☎0466-47-6671

ささえあいセンター
yell(エール)

【寄付の一例】藤沢市をとおして　
いすゞ自動車から寄付された食品▶

https://www.Foodbank-0328.com
ホームページ（９月開設予定）

●詳しくは、フードバンクふじさわのホームページをご覧ください。

広がる支援の輪

ふじさわあんしんセンター ０４６６‒55‒3055　　０４６６‒55‒3066
月～金（祝日・年末年始除く）　８：３０～１７：00

地域活動の取り組みの紹介
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　地域福祉とは…住民一人ひとりが地域で安心して暮らすことができるよう、地域住民や
社会福祉の関係者、行政等がお互いに連携・協力して、地域生活課題の解決に向けて取り組む考え方です。
　さらに、自助、互助、共助、公助が、お互いに重なり合いながら、社会的に弱い立場にある人を孤立、孤独、
排除等から守り、社会・地域の一員として包み支える「ソーシャルインクルージョン（社会的包摂）」の具体化と
して、ささえあいの地域づくりをめざすものです。

今年は、第4次藤沢市地域福祉活動計画の策定年度です

　少子高齢社会の進展や地域コミュニティの希薄化をはじめとする社会情勢の変
容を背景として、ひきこもり、ダブルケア、8050問題のように、顕在化しにくく複
雑化、複合化した地域生活課題への対応が求められています。
　こうした状況の中で、SDGsアクションプランの策定、市が進める「藤沢型地域包括ケアシステ
ム」、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部改正、成年後見制度の利用の促進に関する
法律の施行、再犯の防止等の推進に関する法律の施行、新型コロナウイルス感染防止のための「新
しい生活様式」などの動向があり、これらを踏まえた検討が必要となっています。

●地域福祉活動計画の策定と計画の実施は、地域住民、関係団
体、企業、市社協、行政などが、それぞれ主体性を持ちながら、
連携・協力して取り組むことが重要です。

地域福祉活動計画策定の背景

●地域福祉を考える際、その地域の歴史や風土など、地域ごとの特性が
あります。地域福祉を進めるうえでは、自分の住んでいる地域をどのよ
うにしたいのか、どうすれば実現するのかなど、地域に関わる人々が中
心となって決めていくことが大切です。

地 域 福 祉 活 動 計 画

●地域福祉を進めるには、それぞれの地域において、そこに暮らす人々
が安心して暮らし続けることができるよう、市民や公私の社会福祉
関係者がお互いに協力して地域社会の生活課題の解決に取り組む
ことが大切です。そのための指針や具体的な取り組みを計画するの
が「地域福祉活動計画」です。

藤沢市地域福祉活動計画 ０４６６‒50‒3525
syakyo1@cityfujisawa.ne.jp



令和2年度  決算報告

支出

収入

収入合計 951,363,148円 支出合計 951,363,148円

居宅介護等事業
109,096,381円

在宅福祉事業 
47,289,748円 あんしんセンター事業

55,751,657円

老人福祉
センター事業
237,897,308円

地域福祉推進活動事業
501,328,054円 

●地域福祉推進事業
  2,448,205円

●地域の縁側事業
  4,096,299円

●援護事業
  2,530,656円

●助成事業
  7,690,836円

●ボランティア
  活動推進事業
  11,033,347円

●資金貸付事業
  29,575,000円

●障がい福祉事業
  17,926,204円

●自立相談支援事業
  94,047,794円

●生活支援コーディ
  ネーター事業
  32,267,670円

●法人運営事業
  299,712,043円

受託金収入
489,513,490円

前年度繰越
16,249,545円

経常経費補助金収入 
226,765,144円

介護保険事業収入
49,112,453円

障がい福祉サービス等
事業収入　48,087,503円

事業収入
18,340,614円

貸付事業収入
20,299,500円

会費・寄付金収入
54,872,415円

その他  28,122,484円 障がい福祉、介護保険
ホームヘルプ事業など

やすらぎ荘、湘南
なぎさ荘、こぶし
荘の管理運営

やすらぎ荘、湘南
なぎさ荘、こぶし
荘の管理運営

判断能力が不十分な方の金銭
管理や成年後見制度に関する
相談支援、市民後見事業など

市の公的在宅福
祉サービス等の相
談事業など

　災害対応に向けて
は、藤沢市・藤沢災害
救援ボランティアネット
ワーク（FSV）・市社協
の三者間における災
害救援ボランティアセ
ンター設置運営に関す
る協定を基本に、各種
取り組みを進めてい
る。2年度については、災害救援ボランティアセンター（本部機
能）とサテライトセンター（各地区に設置される災害ボランティア
センター）の位置づけや相互の役割、運営の方法等についての
具体的な検討に向けて関係機関との調整を図った。なお、例年
実施の災害救援ボランティアセンターの立ち上げ訓練や災害
ボランティアコーディネーター養成研修については、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となった。

❶地域福祉活動センター活動室・
　ふじさわボランティアセンターの運営
　緊急事態宣言下では閉
鎖とし、そうでない期間
は新生活様式に即した
活動室利用ガイドライ
ンに沿った運営を徹底
し、52団体の利用を開
始した。また、同活動セ
ンター内にあるふじさ
わボランティアセンターの運営は、緊急事態宣言下では日中
のみとし、そうでない期間は平日午後８時まで、土日・祝日は
午後５時までに拡大した。
❷福祉情報発信に関する取り組み
　1福祉情報発信Webサイト構築
　公的機関や相談窓口のほか、インフォーマルな地域活動を
社会資源としてデータベース化し、誰もが閲覧できる福祉
情報のコンテンツマネジメントシステム（CMS）を構築した。

　2多目的スペース整備に向けた取り組み
　地域団体の情報誌や会報、各種講座のチラシだけでなく、
広く福祉に関する知識と関心を持ってもらうことを目的
に、福祉に関する書籍を配備するための準備を実施した。

10.災害対応に向けた取り組みの推進

❶市地域福祉計画推進委員会への参画

9.第4次地域福祉活動計画策定に向けた準備（新）

8.地域福祉活動センターの運営（新） 　市の地域福祉計画（行政計画）と地域の活動者や市社協等が
策定する地域福祉活動計画（民間計画）は、藤沢市の地域福
祉を進める両輪計画であることから、市の地域福祉計画推 
進委員会の委員及び事務局として参画した。
❷「地域福祉活動計画」勉強会の開催
　3月、次期計画策定に参画する委員を対象とした勉強会を開
催。委員の一人となる横浜創英大学の平野友康氏から、地
域福祉に関する考え方や活動計画の意義等について講演い
ただき、 基礎知識等の共有を図った。

　計画推進の両輪と位置付けている市の「藤沢市地域福祉計画2026」が令和3年3月
に策定されました。この計画は、さまざまな分野の地域活動者、専門機関等が参加した策
定委員会において、市民アンケートや地域団体等へのヒアリング等も踏まえ、策定されて
おり、地域福祉推進の理念・方向性等が規定されています。
　「地域福祉活動計画」は、市の計画と連動して地域福祉を推進していくため、市の地域福祉の推進方
針を共通の目的として捉え、さらに具体的な各種施策や事業・活動について計画し、市民・専門機関・企
業・行政等と連携・協力して取り組んでいくものです。

　令和3年度は、「藤沢市地域福祉活動計画策定委員会」を設置して策定をおこなっています。

　地域の中には、いろいろな人たちがいて、たくさんの知恵や豊富な経験があり、多くの力があります。
それらを地域の活動に活かしたり、組み合わせていくことができれば、いきいきと安心
して生活ができる地域社会の実現につながっていきます。
　皆さんも一緒に地域福祉について考えてみませんか。ご意見のある方は藤沢市社会
福祉協議会へご連絡ください。お待ちしております。

地域に関心を持ち、
行動できる
人材づくり

お互いが見守り、
支えあい、つながる
地域づくり

誰もが安心して
暮らせる
しくみ

一人ひとりが主役
共に支えあい  安心して暮らせるまち  ふじさわ

※「藤沢市地域福祉計画2026」のめざすべき将来像、基本目標です。

　（敬称略・順不同）藤沢市地域福祉活動計画策定委員メンバー
自治会連合会／地区社協連絡協議会／地区ボランティアセンター連絡会／青少年育成協議会／災害救援ボランティア
ネットワーク／子育て支援グループ／老人クラブ連合会／民生委員児童委員協議会／地区保護司会／福祉団体連絡会／
高齢者福祉施設連絡会／障害福祉法人協議会／民間保育園設置法人代表者会／介護保険事業所連絡会／生活困窮者
支援法人／学識経験者／神奈川県社会福祉協議会／藤沢市

策定委員会を
設置

地域の意見などを踏まえて
議論を重ねる 令和3年度末完成

令和4年度から
計画の実施に
取り組む

～新たな活動を目指して～

地域福祉活動計画の位置づけ

地域福祉活動計画策定の体制
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　今年も１０月１日から“赤い羽根共同募金運動”がはじまります。パンデミックの社会的影
響がいまだ続く中、共同募金会では引き続き支援を必要とする方々への対応を継続して
いくとともに、令和３年度「つながりをたやさない社会づくり～あなたは一人じゃない～」を
全国テーマに掲げて、人々のつながりを大切にした地域福祉の推進を図ってまいります。
　今年もご協力よろしくお願いします。

　戸別募金・街頭募金・法人募金・職域募金・学校募金・
その他募金に創意工夫して取り組まれた皆さまの活動が、
中央共同募金会より表彰されました。

　１２月１日からはじまる歳末たすけあい募金には、
「地域歳末たすけあい」と「NHK歳末たすけあい」の2
種類があります。神奈川県内では“年末たすけあい
募金”と称され、寄付金の募集は共同募金会藤沢市
支会がおこない、配分による事業は、市社協が中心
となって実施します。地域の見守り活動に使われる
ほか、地域福祉サービス事業などにも使われます。
　赤い羽根とあわせてよろしくお願いします。

　１０月から１２月の募金期間中に募金箱を置いてくださ
る店舗・法人・団体を募集しています。

共同募金は“じぶんの町を良くするしくみ”

※胸元のハート♡の
　模様が目印です。

令和３年度の
共同募金PR大使

※“赤い羽根共同募金”は共同募金の愛称です。

寄付つき自動販売機設置に
ご協力いただいております

学校募金ボランティア募集中！ 募金箱設置店舗募集中！

あ り が と う の 声

グレイビー
シマウマの
ココロです！

詳細は　
こちら▶

　共同募金運動に協力することは、一人ひとりが、寄付を通じてまちをくらしや
すくするサポーターに加わることになります。“じぶんの町を良くするしくみ”に
参加してみませんか。

今年もご協力のほど
よろしく

お願いします

年末たすけあい募金
赤い羽根共同募金が応援した団体から赤い羽根共同募金が応援した団体から

　赤い羽根募金のおか
げで、援助が必要な方た
ちに“あたたかい手と心”
を届けることができまし
た。30年目を迎える今も
初心を忘れず、活動を続
けてまいります。ありが
とうございました。

　小・中学校、高等学
校、大学、専門学校
の生徒・教職員の皆
さまに協力していた
だく校内募金です。
学園祭や生徒会、福
祉部の活動などの一
環として“じぶんの町
を良くするしくみ”を
考える機会にしてみ
ませんか。

● アニメイト藤沢店
● 小池商店
● Cafe Grand Line
● 遊びリパークLino’a
● 木曜クラブ
● 鵠生園
● 睦愛園
● 村岡ホーム
● 光友会
● 共生会

募金箱設置店舗
● 三栄薬局本鵠沼駅前店
● 善行調剤薬局
● イイジマ薬局
● 大島薬局本店
● 薬泉堂薬局
● ツルハドラッグ善行駅前店
● ツルハドラッグ藤沢菖蒲沢店

ガーデニア・ごしょみ／大和ハウス工業㈱

ぐるーぷ藤

設立当初のぐるーぷ藤

2020年世界的なパンデミックの中にあっても、助け合いの心をもって赤い
羽根共同募金運動を積極的に取り組み『つながりをたやさない社会づくり』
に尽力されました　この功績はまことに顕著であります
よってここに表彰いたします

皆さまに心から感謝申しあげます

　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ガイドラインを設
け、一部を除き施設利用ができます。

入館時のお願い
● 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・ビニール袋等）に入れる

施設利用のご案内

やすらぎ荘

◆ステンドグラス体験講座 
　（９月14日・28日）
◆健康づくり運動講座 
　（9月28日・10月12日・
　11月9日・12月14日） 
◆仏像入門講座（9月29日） 
◆写経（10月5日） 
◆多肉植物講座
　 （10月6日） 
◆音楽体操（10月7日） 
◆脳トレ講座 （10月13日） 
◆油絵入門講座
　（10月14日・21日）
◆水中運動入門講座 
　（10月23日～11月27日） 
◆歴史散策講座 （11月18日） 
◆軍手ぬいぐるみ
　手作り講座
　（11月30日）
◆歴史講座 （12月8日） 
◆しめ縄づくり（12月26日）
　〈サークル共催事業〉

こぶし荘湘南なぎさ荘

◆健耕アラカルト
　●脳活チャレンジ
　  （9月2日・10月7日・11月4日・12月2日）
　●ふまねっと
　  （9月19日・10月17日・11月21日）
◆藤沢市一般介護予防事業
　「転倒予防講座」
　（9月16日・10月21日・
　11月18日・12月16日）
◆健康づくり運動講座
　（9月29日・11月25日）
◆アクアビクス講師と
　動こう！
　骨盤底筋群体操
　（9月30日・10月28日・
　11月11日）
◆湘南ゆかりのお地蔵さま
　（10月31日・11月14日）
◆ちょい足し一つで栄養アップ！
　ずっと元気に
　毎日ごはん
　（11月30日）

◆音楽体操
　（9月8日・11月10日・
　12月8日）
◆健康づくり運動講座
　（9月9日・11月4日・12月2日）
◆旅行講座
　（9月15日・10月20日・11月17日）
◆ふまねっと運動講座
　（9月28日・10月19日・
　11月16日・12月21日）
◆藤沢市
　一般介護予防事業
　「転倒予防講座」
　（9月29日・10月29日・
　11月30日・12月22日）
◆歴史講座
　（9月30日・10月7日・14日・21日）
◆きもちが安らぐ
　お地蔵さまのはなし
　（10月8日）
◆氣功法入門講座（10月8日・22日）
◆郷土再発見「辻堂古道を歩く」
　（10月27日）
◆健康ノルディックウォーキング
　教室（11月9日・16日・23日）
◆和紙で作る来年の干支
　「寅」のカレンダー
　（11月13日）

※詳しくは各センターにおたずねください。

◎クリスマス・ハンドベル
　コンサート（12月12日） 
　※事前予約制

◎敬老の日 こぶし寄席
　（9月20日）
　※事前予約制

※こぶし荘ホームページにて
　自宅でできる体操や
　脳トレ等動画配信中。 

次のことにご協力をお願いします

※現在利用中止となっている設備、サービス等については、新型コロナウイルス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。
※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・湘南なぎさ荘・こぶし荘いきいきシニアセンター

※湘南なぎさ荘ホームページ
　にて動画配信中。 

実施予定の主な事業・講座の紹介（9月～12月）

〒251-0862
藤沢市稲荷586

電話81-6068　FAX 83-4624

【お問い合わせ】
〒251-0037

藤沢市鵠沼海岸6-17-7
電話36-2315　FAX 36-1171

【お問い合わせ】
〒252-0807

藤沢市下土棚800-1
電話45-3121　FAX 45-3126

【お問い合わせ】
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　今年も１０月１日から“赤い羽根共同募金運動”がはじまります。パンデミックの社会的影
響がいまだ続く中、共同募金会では引き続き支援を必要とする方々への対応を継続して
いくとともに、令和３年度「つながりをたやさない社会づくり～あなたは一人じゃない～」を
全国テーマに掲げて、人々のつながりを大切にした地域福祉の推進を図ってまいります。
　今年もご協力よろしくお願いします。

　戸別募金・街頭募金・法人募金・職域募金・学校募金・
その他募金に創意工夫して取り組まれた皆さまの活動が、
中央共同募金会より表彰されました。

　１２月１日からはじまる歳末たすけあい募金には、
「地域歳末たすけあい」と「NHK歳末たすけあい」の2
種類があります。神奈川県内では“年末たすけあい
募金”と称され、寄付金の募集は共同募金会藤沢市
支会がおこない、配分による事業は、市社協が中心
となって実施します。地域の見守り活動に使われる
ほか、地域福祉サービス事業などにも使われます。
　赤い羽根とあわせてよろしくお願いします。

　１０月から１２月の募金期間中に募金箱を置いてくださ
る店舗・法人・団体を募集しています。

共同募金は“じぶんの町を良くするしくみ”

※胸元のハート♡の
　模様が目印です。

令和３年度の
共同募金PR大使

※“赤い羽根共同募金”は共同募金の愛称です。

寄付つき自動販売機設置に
ご協力いただいております

学校募金ボランティア募集中！ 募金箱設置店舗募集中！

あ り が と う の 声

グレイビー
シマウマの
ココロです！

詳細は　
こちら▶

　共同募金運動に協力することは、一人ひとりが、寄付を通じてまちをくらしや
すくするサポーターに加わることになります。“じぶんの町を良くするしくみ”に
参加してみませんか。

今年もご協力のほど
よろしく

お願いします

年末たすけあい募金
赤い羽根共同募金が応援した団体から赤い羽根共同募金が応援した団体から

　赤い羽根募金のおか
げで、援助が必要な方た
ちに“あたたかい手と心”
を届けることができまし
た。30年目を迎える今も
初心を忘れず、活動を続
けてまいります。ありが
とうございました。

　小・中学校、高等学
校、大学、専門学校
の生徒・教職員の皆
さまに協力していた
だく校内募金です。
学園祭や生徒会、福
祉部の活動などの一
環として“じぶんの町
を良くするしくみ”を
考える機会にしてみ
ませんか。

● アニメイト藤沢店
● 小池商店
● Cafe Grand Line
● 遊びリパークLino’a
● 木曜クラブ
● 鵠生園
● 睦愛園
● 村岡ホーム
● 光友会
● 共生会

募金箱設置店舗
● 三栄薬局本鵠沼駅前店
● 善行調剤薬局
● イイジマ薬局
● 大島薬局本店
● 薬泉堂薬局
● ツルハドラッグ善行駅前店
● ツルハドラッグ藤沢菖蒲沢店

ガーデニア・ごしょみ／大和ハウス工業㈱

ぐるーぷ藤

設立当初のぐるーぷ藤

2020年世界的なパンデミックの中にあっても、助け合いの心をもって赤い
羽根共同募金運動を積極的に取り組み『つながりをたやさない社会づくり』
に尽力されました　この功績はまことに顕著であります
よってここに表彰いたします

皆さまに心から感謝申しあげます

　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ガイドラインを設
け、一部を除き施設利用ができます。

入館時のお願い
● 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・ビニール袋等）に入れる

施設利用のご案内

やすらぎ荘

◆ステンドグラス体験講座 
　（９月14日・28日）
◆健康づくり運動講座 
　（9月28日・10月12日・
　11月9日・12月14日） 
◆仏像入門講座（9月29日） 
◆写経（10月5日） 
◆多肉植物講座
　 （10月6日） 
◆音楽体操（10月7日） 
◆脳トレ講座 （10月13日） 
◆油絵入門講座
　（10月14日・21日）
◆水中運動入門講座 
　（10月23日～11月27日） 
◆歴史散策講座 （11月18日） 
◆軍手ぬいぐるみ
　手作り講座
　（11月30日）
◆歴史講座 （12月8日） 
◆しめ縄づくり（12月26日）
　〈サークル共催事業〉

こぶし荘湘南なぎさ荘

◆健耕アラカルト
　●脳活チャレンジ
　  （9月2日・10月7日・11月4日・12月2日）
　●ふまねっと
　  （9月19日・10月17日・11月21日）
◆藤沢市一般介護予防事業
　「転倒予防講座」
　（9月16日・10月21日・
　11月18日・12月16日）
◆健康づくり運動講座
　（9月29日・11月25日）
◆アクアビクス講師と
　動こう！
　骨盤底筋群体操
　（9月30日・10月28日・
　11月11日）
◆湘南ゆかりのお地蔵さま
　（10月31日・11月14日）
◆ちょい足し一つで栄養アップ！
　ずっと元気に
　毎日ごはん
　（11月30日）

◆音楽体操
　（9月8日・11月10日・
　12月8日）
◆健康づくり運動講座
　（9月9日・11月4日・12月2日）
◆旅行講座
　（9月15日・10月20日・11月17日）
◆ふまねっと運動講座
　（9月28日・10月19日・
　11月16日・12月21日）
◆藤沢市
　一般介護予防事業
　「転倒予防講座」
　（9月29日・10月29日・
　11月30日・12月22日）
◆歴史講座
　（9月30日・10月7日・14日・21日）
◆きもちが安らぐ
　お地蔵さまのはなし
　（10月8日）
◆氣功法入門講座（10月8日・22日）
◆郷土再発見「辻堂古道を歩く」
　（10月27日）
◆健康ノルディックウォーキング
　教室（11月9日・16日・23日）
◆和紙で作る来年の干支
　「寅」のカレンダー
　（11月13日）

※詳しくは各センターにおたずねください。

◎クリスマス・ハンドベル
　コンサート（12月12日） 
　※事前予約制

◎敬老の日 こぶし寄席
　（9月20日）
　※事前予約制

※こぶし荘ホームページにて
　自宅でできる体操や
　脳トレ等動画配信中。 

次のことにご協力をお願いします

※現在利用中止となっている設備、サービス等については、新型コロナウイルス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。
※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・湘南なぎさ荘・こぶし荘いきいきシニアセンター

※湘南なぎさ荘ホームページ
　にて動画配信中。 

実施予定の主な事業・講座の紹介（9月～12月）

〒251-0862
藤沢市稲荷586

電話81-6068　FAX 83-4624

【お問い合わせ】
〒251-0037

藤沢市鵠沼海岸6-17-7
電話36-2315　FAX 36-1171

【お問い合わせ】
〒252-0807

藤沢市下土棚800-1
電話45-3121　FAX 45-3126

【お問い合わせ】
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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。

賛助会員の紹介 （令和3年４月１日～令和3年７月３１日）

大矢 恒夫
松本 豊子
明月 忠純
髙橋 直江
永井 秀和
新堀 由男
菅原 智栄子
山口 カツ
小島 智文
髙橋 尚彦
野口 修

五十嵐 昭平
指籏 博
小泉 紀子
NPO法人樹ケアサポート
移動サービスW.Coらら・むーぶ藤沢
片瀬地区福祉ボランティア しおさい
藤沢食事サービスＷ.Ｃｏクックふじさわ
神奈川聴覚障害者総合福祉協会
NPO法人シニアライフセラピー研究所 亀吉
カーライフプランニグ湘南
福祉クラブ生協オプティー茜

藤沢家事介護W.Coえんじょい
藤沢子育て支援W.Coほっと・すぺーす
藤沢生活支援W.Coひなた
NPO法人 laule’a
やまか
東幸湘南営業所
藤沢市更生保護女性会
藤沢市遺族会
養護老人ホーム湘風園

●令和2年度 事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2～4
●令和2年度 決算報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
●ふじさわボランティアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
●ふじさわあんしんセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

●藤沢市地域福祉活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6～7
●いきいきシニアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
●共同募金運動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
●ふれあい掲示板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

（順不同・敬称略）

ふれあい掲示板

令和3年令和3年
4月1日▶7月31日

たーすけくん・あいちゃん

【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。

（順不同・敬称略）

出 張 専 門 相 談 会 成 年 後 見 制 度成 年 後 見 制 度 市 民 講 座

里 親 講 座 の 開 催

日　時日　時

内　容

講　師

場　所
場　所

定　員
申込み

申込み

対象者

相談員

日　時
場　所

申込み
定　員

10月2日（土）・10月8日（金）
各日10時～12時（開場9時30分）
※2日（土）、8日（金）は同じ内容となります。

藤沢市役所分庁舎2階活動室1・2
老後の“もしも”に元気なうちから備える！
さまざまな制度のお話
弁護士 内嶋 順一氏
各日30名
9月21日（火）9時から受付開始
ふじさわあんしんセンター
電話0466-55-3055
FAX0466-55-3066

専門家に
直接ご相談いただけます
専門家に
直接ご相談いただけます

10月9日（土）
13時30分～16時30分
遠藤公民館
藤沢市民とその家族、
相談支援関係者等 6組
司法書士・行政書士（相談時間は1組45分） 
9月27日（月）
9時から受付開始
電話にて先着順
ふじさわあんしんセンター
電話0466-55-3055

11月23日（火・祝）10時～12時
藤沢市役所5階  5-1、5-2会議室
40名（先着順）
10月1日(金)8時30分から
電話にて受付
※氏名・住所・電話番号をお伝えください。

神奈川県中央児童相談所
電話0466-84-1600

あなたの暮らしを守るために知ってあんしん
成年後見基本の「き」

※参加予約は1日のみと
　させていただきます。

無 料

要予約

無 料

要予約

無 料

要予約

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

寄 託 品

あたたかいご寄付を
ありがとうございました

社会福祉
のために

　未来を担う子どもたちが健やかに成長できるように
支援する『里親』とその制度について、皆さんに知ってい
ただくために「里親講座」を開催します。

知 っ て ほ し い 里 親 制 度
都田 直之　　　戸大建設工業株式会社
水嶋 正夫　　　垣見 凌子
藤沢市精神保健福祉連絡協議会
匿名3名

株式会社湘南営繕協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・マスク
落合 敏彦・・・江の島アイランドスパ 優待券
株式会社HGSTジャパン
・・・・・・フリクションボールペン
匿名２名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・マスク

タイトル「アゲハの思い出」写真提供者「Ayaka」さんアゲハ蝶が真っ赤な彼岸花にとまった、一瞬の美しさを撮りました。

発行
お問い合わせ

社会福祉法人
藤沢市社会福祉協議会

10

〒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/


