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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。

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
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新年おめでとうございます
　寅年は『陽気を孕み春の胎動を助く』といわれ、コロナによる

厳しい日常生活が続きましたが、今年は春の芽吹きは生命力に

あふれ華々しく生まれるとされ、期待するところであります。

今年も引き続きこれからの地域共生社会の事業展開を多くの

関係者や皆さんと考える新たな「地域福祉活動計画」づくりを

進めてまいります。引き続き感染症予防を徹底して安心して

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。
社会福祉法人
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みんなで考え、連携・協働で進める地域福祉活動
　2000年の社会福祉法の改正で地域福祉が位置づいてから、2２年を迎えようとしています。
　そして、2020年6月の社会福祉法の改正で、「孤立」「社会参加」「制度のはざま」などの取り組みが
制度化されました。一方で、コロナ禍でのこの2年、あらゆる地域活動が自粛を余儀なくされ、人と人と
のつながりや日常の地域活動の大切さが再認識されています。
　まさに、地域福祉を皆さんと考え、「長寿での暮らし」「障がいのある人の暮らし」「子どもの権利」や
「ひきこもり」「ヤングケアラー」等の地域生活課題(※1)にしっかり向き合い、2025年、20４0年(※2)
をも見据えて、議論を深め行動に移していかなければなりません。そのための行
動指針が地域福祉活動計画です。
　現在、第4期目の計画策定に向けた策定委員会に市社協も参画し、地域福祉を
代表する皆さんが、さまざまな議論を交わしているところです。
　今号ではトピックとして意見交換の一部をご紹介します。

地域福祉は新たな段階に

※第4回（11月29日）地域福祉活動計画策定委員会より

ハード面でのバリアフリーは進んできている。その反面、
気持ちの面でのバリアフリーは、進んでいない

（災害対策において）いろ
いろな協定とか、仕組み
はできている。実際に動
くか不安を感じている

PTA活動にしても、自治会町
内会活動にしても、できる人が
やり、やらない人、辞めてしま
う人がいて…

無関心な人が
多いと感じる

ゴミ屋敷の問題や、再犯防止の問題
など、背景に何があり、起きている
のか、理解を進めていくことが大事

トピック「策定委員会」

　今後は、策定委員会の検討内容を、その都度、市社協のホームページに掲載していきます。
皆さんのご意見、ご感想をお待ちしています。

※１：地域生活課題とは（社会福祉法第4条3から）
　 　・福祉、介護、介護予防、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題
　 　・地域社会からの孤立
　 　・活動に参加する機会の確保
※２：2025年、2040年とは
　 　2025年は、団塊の世代（約800万人）が後期高齢者（75歳）となることから「2025年問題」と称されています。また、2040年は、65歳以上
　 　の高齢者の人口がピーク（約4,000万人）を迎えることから「2040年問題」と称されています。
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コロナ禍でも頑張っている　　　　　  をご紹介します
村岡地区ゆめちゃん食堂

鵠沼地区ボランティアセンター

遠藤地区社会福祉協議会 藤沢市老人クラブ連合会（ゆめクラブ藤沢）

片瀬地区社会福祉協議会

市民活動

「お元気に過ごしていますか？」

第２９回藤沢市高齢者スポーツ大会

第６回趣味展

遠藤地区敬老会

　ボランティアセンター「ささえ」では、利用者さんとの関係をつなぎ続けたいとの思い
から「おしゃべり電話」の活動を続けています。希望される利用者さんは、「ささえ」に電話
することで、おしゃべりを楽しむことができます。利用者さんの中には一人暮らしの高齢者
さんも多く、コロナ以前はボランティアの訪問そのものを楽しみにしてくれていた人も少
なくありません。コロナ禍だからこそ、人とのつながりの大切さを利用者さんボランティア
さんの双方が実感しています。（おしゃべり電話は週に3回、月水金の午前）

　令和3年11月5日に、遠藤市民センター3階
ホールで「遠藤地区敬老会」がおこなわれました。
今回は新型コロナウイルス感染症防止対策をとる
中での開催となりましたが、鈴木市長からはビデ
オメッセージをいただき、演芸も感染のリスクが少
ない琴の演奏やマジックが披露され、長寿のお祝
いとしてお赤飯と紅白饅頭をお持ち帰りいただき
ました。終始なごやかな雰囲気で、参加した皆さん
は久しぶりの集まりに大変喜んでおられました。
　今後も「高齢者懇親会」や「みんなの食堂」など
の事業を予定しており、
コロナの感染状況を見な
がら役員を中心に知恵を
出しあって、人と人との
つながりを大切に地域の
交流を深めていきます。

　今年度も多くの人が集まる事業の見送り
が続きました。毎年、委員研修としてさまざま
な施設や団体を見学してきましたが、今年度
は研修会の代替えとして、社協の委員へ本を
配布し各自で読むことにしました。地域福祉
の課題は20年前、10年前と大きく変わって
おり、地区社協の委員になったことをきっかけ
にそれらの課題を知ることは、今後の第一歩
になるだけでなく、地域に住むものとして、ま
ずは知ることの大切さを考えてのことです。
これらの本を読
んでの感想や
意見を委員同
士で話し合う
勉強会の開催
も検討中です。

　村岡地区にある天嶽院というお寺
では、毎月1回「ゆめちゃん食堂」が開
催されています。
　ゆめちゃん食堂はお子さん一人で
も、家族と一緒でも利用できる子ども
食堂です。ゆめちゃん食堂は、地域の大人たちとのつながりをと
おして、子どもたちの成長を見守り、子育てを支援する団体で
す。今年度はコロナ禍でも様々な工夫を行い、毎月1回の開催を
続けてきました。食堂に代わってお弁当配布に切り替えたり、夏
祭りやハロウィンなどのイベントを野外で楽しんだりして、活動
を続けてきました。多数のボランティアやたくさんのご寄付・食

材の差し入れ、天嶽院の会場提供な
ど、地域の方々の支えにより運営する
ことができました。これからも、村岡地
区の子ども達の笑顔を楽しみに活動
していきます。

　藤沢市老人クラブ連合会
は、市内１５地区、１１２の単位
老人クラブで組織された団体
で、「地域での仲間づくり」
「健康の保持・増進」「友愛活
動」「趣味活動」などを中心に
活動しております。
　令和３年度は、新型コロナ
ウイルス感染症まん延防止に
関する緊急事態宣言が１０月
初めに解除されたことから、１０月２０日に秋葉台公園球技
場において「第２９回藤沢市高齢者スポーツ大会」、１１月２３
日から２８日の６日間にわたり、藤沢市民ギャラリーにおいて
「第６回趣味展」がそれぞれ２年ぶりに開催され、感染症対策
をおこないながら取り組みました。会員の皆さんの笑顔が見
られたことは嬉しく、今後の活動の原動力になりました。

ハロウィンの様子

たくさんのご寄付♪

◆代表の渡場哲子さんにお話をお聞きしました

◆会長の三宅良介さんにお話をお聞きしました

◆会長の澁谷晴子さんにお話をお聞きしました

◆会長の宮治孝雄さんにお話をお聞きしました ◆会長の山田耕嗣さんにお話をお聞きしました

自主研修

敬老会

おしゃべり電話

子ども食堂
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地域を支える企業のご紹介
　コロナ禍の地域活動を地元企業の皆さんが支えてくださっています。
今回は、フードバンクふじさわ等への食の支援に協力、応援していた
だいている地元企業の工場や店舗をご紹介します。

日本精工株式会社
藤沢技術開発センター

株式会社スズキヤ
鵠沼店

かながわ信用金庫 
藤沢営業部、片瀬、辻堂、本町、
善行、六会、湘南ライフタウン、長後、原宿、鵠沼、
村岡、綾瀬、羽鳥 各支店

無印良品
テラスモール湘南店
湘南藤沢オーパ店

宝製菓株式会社

いすゞ 自動車株式会社 藤沢工場

防災備蓄品（食料品等）
入れ替えの時に
提供しています。

社員に
フードドライブ
活動を呼びかけて
食料を支援して
いただきました。

食料品（お米等）を
継続的に提供しています。

株式会社パイニイ
片瀬山本店

自社製品のパンを
継続的に提供しています。

自社製品のビスケットを
提供していただきました。

寄付食材を
集め福祉に
利用します。

フードバンク フードパントリーフードドライブ
寄贈いただ
いた食材を
保管します。

フードパントリー(食
材を配布する拠点)
を通じて必要な方
にお届けします。

店舗内にフードドライブ
のコーナーを設置して、
来店者に食料の提供を
呼びかけています。
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　成年後見制度は、認知症等の理由で判断能力が十分でない方の権利や
財産を法律的に保護しながら、その方の生活を支援していく仕組みです。
　今後さらに高齢化が進み、この制度を必要とする方も増えることが見込
まれる中で、近年、後見業務の新たな担い手として市民後見人が注目され
ています。
　市民後見人には、地域における支えあいの観点から、制度を利用するご
本人に寄り添った支援をおこなうことが期待されており、本市でも平成27
年度から市民後見人の養成に取り組んでいます。
　これまでに養成講座を修了し市民後見人の候補者として登録した方が
12名いますが、そのうち６名の方が実際に家庭裁判所から選任されて市
民後見人として活動しています。現在、第5期となる市民後見人養成講座
を開催しており、受講生の皆さんは将来、市民後見人として活動することを目指して日々研鑽を積んでいます。
　あんしんセンターでは今後も県・市と連携し、市民後見人の養成に努めていきます。

成年後見制度における
市民後見人養成に関する取り組みについて

不登校とひきこもりに関するご相談を専門家がお受けします

グループワークも取り入れています

市民後見人養成講座受講時の様子

出 張 専 門 相 談 会成 年 後 見 制 度

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
日　時
場　所

申込み

対象者
相談員

2月5日（土）13時30分～16時30分
湘南台公民館　
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） 
1月24日（月）9時から下記電話にて先着順
ふじさわあんしんセンター 電話0466-55-3055

日　時
場　所
ご予約

毎月第３木曜日 13時～16時
藤沢市役所分庁舎2階 社会参加活動室
電話0466-47-8131

無 料要予約

あんしんセンター窓口での相
談や弁護士・司法
書士などの専門
家による無料相
談なども受け付
けています。

成年後見制度に関する
相談について

　不登校・ひきこもり相談室「ヒューマン・スタジオ」
で当事者と家族への支援を続けている丸山康彦さ
んがお話をうかがいます。
　丸山さんは、不登校のため7年かけて高校を卒
業。大学卒業後高校講師となりましたが、退職後ひき
こもり状態となり、社会復帰に7年かかった経験から
支援活動に取り組まれています。
　著書に『不登校・ひきこもりが
終わるとき』（ライフサポート社）。

　今年度、丸山さんを講師に“CSW版ヒュースタゼミナー
ル（全6回）”を開講中。ひきこもりや不登校についての相
談のポイントを、座学やグループワーク、ロールプレイ等を
とおして共有しています。

ヒューマン・スタジオ
丸山康彦さん

学校に行かなく
なった子どもに
どう接したらよいか
わからない

家族だけで状況を
変えるのが難しい

このままでは
将来が心配

CSWも
日々勉強
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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

コミュニティソーシャルワーカー（CSW） 社会参加 ０４６６‒47‒8131　　０４６６‒26‒6978
月～金（祝日・年末年始除く）　８：３０～１７：00

CSW
コミュニティ ソーシャル ワーカー



　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

◆MY七味作り
◆（共催）健康朗読講座
　(1月21日）　
◆元気アップ講座
　（1月27日）
◆腸活セミナー
　（1月28日）
◆文学講座
　（2月1日・15日）全２回
◆パステルアート
　(2月2日）
◆音楽体操
　（2月3日・3月3日）
◆俳句入門講座
　（2月24日・3月10日）
　全２回

こぶし荘湘南なぎさ荘
※詳しくは各センターにおたずねください。

◎春のグッディミュージックコンサート
　（2月27日）
◎東風平高根（こちひらたかね）コンサート
　（3月13日）

◎新春 落語会
　（1月23日）

◎健康・体力チェック～自分自身の体力を
　知って、自分にあった健康法を考えよう～
　（3月29日）

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。　※2次元コードより各施設のホームページがご覧になれます。

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

※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。 

※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（1月～3月）

〒251-0862藤沢市稲荷586
【お問い合わせ】

〒251-0037藤沢市鵠沼海岸6-17-7
【お問い合わせ】

〒252-0807藤沢市下土棚800-1
【お問い合わせ】

　インターネットは安全に正しく使うこ
とができれば、とても役立つ便利なも
のです。しかし、インターネットは入りや
すく見えにくいといったことから、事件
や犯罪に巻き込まれるきっかけになる
場合があります。この講座では、実際に
パソコンを使いながらネットトラブルを
疑似体験し、未然防止に役立てます。

やすらぎ荘 湘南なぎさ荘 こぶし荘

※やすらぎ荘ホームページにて
　動画配信中。 

パソコンを使って体験する、
インターネットトラブル未然
防止講座

オススメ
講座

　おなじみのNHK「みんなの体操」や
「ラジオ体操」、「なぎさ体操」を、開館日
には毎日（10時30分～10分程度）おこ
なっています。毎日の日課として、湘南
なぎさ荘で体操をしてみませんか。事前
のお申し込みの必要はありません。ご来
館をお持ちしております。（「健耕あらか
ると」は、職員が持つ資格や特技を活か
した事業で職員が講師を務めます）

健耕あらかると
「なぎさで毎日体操」

オススメ
講座

　コロナ禍、今後の健康活動に活か
せるよう体力・認知機能などの測定
会を実施します。こ
の機会に楽しく気
軽に健康度測定を
おこなって、新しい
令和4年度に備えま
しょう。

健康・体力チェック
～自分自身の体力を知って、
自分にあった健康法を考えよう～

オススメ
講座

電話 81-6068　
FAX 83-4624

電話 36-2315
FAX 36-1171

電話 45-3121
FAX 45-3126

◆健耕あらかると
　●なぎさで毎日体操（開館日は毎日開催）
　●脳活チャレンジ
　  （1月6日・2月3日・3月3日）
　●ふまねっと（1月16日・2月20日・3月20日）
◆シニアリトミック（1月8日）
◆アクアビクス講師と動こう！
　●「なぎさで1・2エクササイズ！」
　  （1月16日・2月6日・3月6日）
　●骨盤底筋群体操（2月13日・3月31日）
◆藤沢市一般介護予防事業
　「転倒予防講座」（1月20日・2月17日）
◆（共催）ストレスに負けずに
　みんなで楽しく踊りましょう（1月21日）
◆健康づくり運動講座（1月27日・3月30日）
◆藤沢の昔話（1月29日）
◆江の島の弁才天信仰と弁才天像
　（2月6日・20日）全２回
◆（共催）やさしく楽しいフォークダンス
　（2月11日・25日）

◆ふまねっと運動講座
　（1月18日・2月15日・3月15日）
◆「心を癒すアロマハンドケア教室」
　（1月19日）
◆パソコンを使って体験する、
　インターネットトラブル未然防止講座
　（1月20日）
◆藤沢市一般介護予防事業
　「転倒予防講座」
　（1月26日・2月23日）
◆「城めぐり～日本の城・
　城跡について学びましょう～」
　（1月28日）
◆健康づくり運動講座「健脳健骨体操」
　（2月3日）
◆ボイストレーニング入門講座
　（2月24日）
◆健康づくり運動講座
　「やさしいサーキット体操」
　（3月3日）
◆（共催）やすらぎ寄席
　（3月27日）

第56 号 市 社 協 ふ じ さ わ 令和 4年 1月 1日
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　今年も「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、
共同募金運動がはじまりました。たくさんのボランティアさんのご協力のもと、市内では
22,395,010円（令和3年12月10日現在）の寄付が集まっています。

赤い羽根共同募金 中間報告

　令和３年１１月19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。

社会福祉功労者表彰

社会福祉大会講演会

（順不同・敬称略）

藤沢市社会福祉協議会会長 感謝

共同募金運動功労者表彰 第44回神奈川県福祉作文コンクール

『僕が受けた福祉と僕ができる福祉』
市立鵠沼中学校2年　阿部 豪太
『ぼくの学童は老人ホームとつながっている』
市立六会小学校４年　磯部 奏志

長後地区老人クラブ連合会
厚生労働大臣 表彰

関口 望（辻堂地区社会福祉協議会会長）
三觜 忠（藤沢東部地区社会福祉協議会副会長）

神奈川県知事 表彰

山崎 たか子（明治地区社会福祉協議会副会長）
櫻井 頼子（遠藤地区社会福祉協議会副会長）

神奈川県共同募金会長 感謝

医療・福祉応援寄附

社会福祉協議会への寄附

社会福祉功労

社会奉仕活動

優秀賞

『知ってほしいな、子供用車イスのこと』
市立六会小学校４年　小島 怜

準優秀賞
（敬称略） （敬称略）

※神奈川県内の地域福祉の推進とともに、コロナ禍での緊急支援事業、国内大規模災害時の被災者支援事業に役立てられます。

街頭募金
の皆さんの様子

「コロナ対応の諸々と近未来社会へ向けたレガシー」
講師：阿南 英明 氏 （藤沢市民病院副院長・神奈川県新型コロナウイルス感染症対策本部医療危機対策統括官）

※１名、１団体、ご希望により氏名の掲載を控えさせていただいております。

表彰状・感謝状を授与された皆さま
藤沢市社会福祉協議会会長 表彰藤沢市長 感謝

※2名、ご希望により氏名の掲載を
控えさせていただいております。

　小・中学校あわせて185校5,666編の作文の中
から、藤沢市内より3名が優秀賞・準優秀賞に入選
しました。おめでとうございます。

からも

募金できます

気軽に簡単！！
ＬＩＮＥ Ｐａｙによる
募金はこちらから

引き続き、あたたかい

ご支援ご協力をお願いいたします

　社会福祉大会講演会を限定公開の動画にて1月下旬に配信予定です。広報ふ
じさわ及び本協議会のホームページに掲載いたしますので、ぜひご覧ください。

金田 たまみ／金田 勝俊
川瀬 和一／川島 進
河田 康夫／小倉 滿男／
遠藤地区ボランティアセンター 
シェークハンズ遠藤

垣見 凌子／木下サーカス株式会社／江島神社 宮司  相原 圀彦
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共同募金運動 共同募金会
http://www.fujisawa-shakyo.jp/shakyo/kyodo-bokin.html

令和3年度 藤沢市社会福祉大会

※“赤い羽根共同募金”は共同募金の愛称です。
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浅野 朝子
池田 勝利
伊佐早 正二
浦田 勇
川辺 晴江
窪島 弘道
杉山 一美
髙橋 直江
遠矢 良命・節子
二井林 知子
早川 慎太郎
深瀬 ミサ子
宮﨑 信子
本谷 守
藤沢市医師会
青木医院
あべともここどもクリニック
彩クリニック南藤沢
ありあけ内科クリニック
医療法人社団 南星会
上林整形クリニック

桜林産婦人科医院
加藤小児科
かわしま神経内科クリニック
医療法人社団 孝誠佑覚会
御所見総合クリニック
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
耳鼻咽喉科 はしもとクリニック
湘南慶育病院
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
湘南ホスピタル
すが内科クリニック
橘内科

長後えんどう眼科
辻堂いなほクリニック
辻堂心とからだのクリニック
野中医院
野中脳神経外科クリニック
はらだメンタルクリニック
桧山整形外科
藤沢金沢内科クリニック
藤沢御所見病院
藤沢湘南台病院
藤沢診療所
藤沢内科消化器クリニック
藤沢病院
望星藤沢クリニック
宮川医院
六会眼科
もとき内科クリニック
やのハートクリニック
山川医院
やまだ内科クリニック
藤沢市歯科医師会

ふれあい掲示板
たーすけくん・あいちゃん

（順不同・敬称略）

あたたかいご寄付を
ありがとうございました

コラボ缶バッジ（2種類）
社会福祉のために
檜山 芳惠
イトーヨーカドー藤沢店労働組合
疋田医院
神奈川土建一般労働組合湘南支部
匿名　6名
寄託品
匿名…マスク

令和3年8月１日▶11月30日

湘南食サポート歯科
善行団地ファミリー歯科
鶴田歯科医院
西口歯科医院
パーク歯科クリニック
花沢歯科・矯正歯科
浜見山歯科医院
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
光和調剤薬局
湘南台薬品
すみれ調剤薬局 辻堂店
セレン薬局
髙梨だるま薬局
長後西口薬局

ときわ漢方薬局
なつめ薬局
ファーマシーワラシナ
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
ライフタウン調剤薬局
ライフ薬局
わかば薬局
藤沢市手をつなぐ育成会
藤沢商工会議所
ヘルスプラン
木曜クラブ
森の仔じゆうがっこう

【市社協賛助会員募集中】  申込方法：本協議会でお申し込みいただくか、挟み込みのゆうちょ銀行「払込取扱票」をご利用ください。

賛助会員の紹介 （令和3年8月1日～11月30日） （順不同・敬称略）

共 同 募 金 会 か ら の お 知 ら せ

赤い羽根共同募金
協働事業“第8弾”

モノレール＆江ノ電えのん＆しょもたん

講 座 ・ イ ベ ン ト 開 催 の 案 内

福 祉 講 演 会

ボ ラ ン テ ィ ア 養 成 講 座 ・ 交 流 会第４回 湘南ふじさわ子育て応援メッセ第４回 湘南ふじさわ子育て応援メッセ

問合せ

日　時

場　所
１月３０日（日）１０時３０分～１４時３０分
藤沢市役所 分庁舎２階 地域福祉活動センター
「湘南ふじさわ子育て応援メッセ」実行委員会事務局
（ふじさわボランティアセンター） 
電話０４６６-２６-９８６３

問合せ

定　員

日　時

場　所

２月２６日(土)
【養成講座】１０時～１２時、【交流会】１３時～１５時
藤沢市役所 分庁舎２階
地域福祉活動センター 活動室１・２
会場参加２０名(先着順)／オンライン参加２０名
慶應義塾大学SFC研究所
高橋 武俊（たかはし たけし）氏
藤沢市社会福祉協議会 地域福祉課 地域支援担当
電話０４６６-50-3670

問合せ
講　師

定　員
日　時
対　象

１月28日（金）１３時３０分～１５時
藤沢市在住、在勤、在学の方　　　　  ８０名(先着順)
一般社団法人リヴオン代表理事 尾角 光美（おかく てるみ）氏
藤沢市社会福祉協議会 地域福祉課 地域支援担当
電話０４６６-50-3670

別れや死別と向き合う グリーフケア～感じるままに～

聞いてみよう!見てみよう! 
withコロナでのボランティア活動交流会

講　師

暮らしを彩るボランティア、
まちを彩るボランティア

養成
講座

オンライン

オンライン

　1月8日（土）12時～13時「スバナ
通り」にて、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、少人数での街頭
募金を予定しております。ご寄付いた
だいた方にお好きなコラボ缶バッジを
お渡しします。

の

払込手数料は本協議会が負担いたします。
なお、現金で窓口支払いをする場合、加算料金110円をご負担いただきます。
（ゆうちょ銀行口座からの振替の場合は、加算料金が発生しません）

ゆうちょ銀行
窓口での払込2階「ふじさわボランティア

　　センター」

1階「総務課」
受付
窓口

 8：30～17：00
17：00～20：00
 9：00～17：00
　(第3日曜を除く)

平　日

土日祝
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