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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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【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。
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

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

成 年 後 見 制 度 出 張 専 門 相 談 会

専門家に直接ご相談いただけます
日　時

内　容
日　時

場　所
対　象
定　員
申込み

問合せ

対象者

相談員

場　所

申込み

6月4日（土）13時30分～16時30分（要予約）
片瀬公民館
藤沢市民とその家族、
相談支援関係者等 6組（1組45分）
司法書士・行政書士
5月23日（月）9時から受付開始
電話または窓口で先着順
ふじさわあんしんセンター 電話：0466-55-3055

選手・来場者等へのドリンク提供、会場内外での案内誘導
11月12日（土）～14日（月）のうち2～3日間
（1日あたり5時間程度）
県立スポーツセンター等
市内在住・通勤・通学している15歳以上など条件を満たす方
70人程度
6月20日（月）までにボランティア募集ページ
「チームFUJISAWA2020」から申し込み
ねんりんピックかながわ2022藤沢市実行委員会事務局
（藤沢市生涯学習部スポーツ推進課内）
電話：0466-50-8243

無 料

賛助会員の紹介 （昨年度会員） （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

　「ねんりんピック」の愛称で親しまれている全国
健康福祉祭は60歳以上の皆さんを中心とした、
スポーツと文化、健康と福祉の祭典です。神奈川
県では初めての開催となります。
　藤沢市では11月13日（日）・14日（月）に県立
スポーツセンター（善行）で、「ゲートボール」と
「ソフトバレーボール」がおこなわれます。

ふじキュン♡ボランティアを募集しています！

ねんりんピックかながわ2022藤沢市実行委員会事務局HP▶

江の島流鏑馬・武者行列
や  ぶ  さ  め

きん めい

流鏑馬の起源は古く、武田流の伝書では六世紀の半ば、第29代欽明天皇が「天下泰平・五穀豊穣」を祈願し、最も騎射に秀でた者に馬上より三個の的を射させた神事が始まりと
されています。

うま ゆみ

提供：公益社団法人 藤沢市観光協会

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/



令和4年度  事業計画
基 本 方 針

「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」
お互いが見守り、支えあい、
つながる地域づくり

❶地域における交流の促進
❷課題を早期発見・早期対応できる地域づくり
❸福祉団体等の活動推進
❹災害時に備えた地域づくりの推進

第4次藤沢市地域福祉活動計画の基本目標と施策の方向性

重 点 目 標
❶第4次地域福祉活動計画の推進（新）
　策定初年度は、当該計画が広く浸透するよう市民や地域活
動団体、福祉関係機関等への積極的な周知とコミュニティソー
シャルワーカー（CSW）等による活動支援に努める。
　また、計画がめざす具体的な活動展開の推進を図るため次
の事項に取り組む。
①計画の推進を検討する委員会の設置
②計画を推進する地域活動の支援
❷地域福祉を支える人材づくり
　支えあいの地域づくりを推進するために必要な担い手の育
成と、専門性の高い福祉人材の養成・確保に取り組む。各事業
は新しい生活様式に即し、安全に配慮しながら実施する。
①ボランティアや地域活動の担い手の育成
②専門性の高い福祉人材の養成
❸生活支援の仕組みづくり
　生活支援コーディネーター（第１層・市内全域、第２層・市内１３
地区）を配置し、各地域の生活支援ニーズを把握、多様な主体
が提供する生活支援等サービスやネットワーク化、ボランティ
ア活動などへの支援に取り組む。
　地域共生社会の実現に向けて、第4次地域福祉活動計画に
基づいた誰一人取り残さない地域づくりに向けた活動を推進。
❹包括的な相談支援体制の構築
　総務課、地域福祉課、あんしんセンターの各セクション相互
の連携を深め、行政、社会福祉法人ほか各種相談支援機関と
の多機関連携の充実を図る。さらに、複合的な課題に対応する
ための連携協働の視点での重層的支援体制の整備を図る。
①CSWによる相談支援及び地域支援体制の充実
②地域における相談支援ネットワークの構築

❺ひきこもりや生活困窮者等の地域で孤立しがちな方への支援
①ひきこもり等社会参加事業の推進
②社会的孤立等生活支援事業の検討（新）
❻関係機関や民間企業等との連携
①社会福祉法人による地域の公益的な取り組みの推進
②民間機関や民間企業等との連携
③地区社会福祉協議会等との連携
❼権利擁護の推進
①成年後見制度等の相談機会及び利用支援機能の充実
②成年後見制度中核機関の運営
❽在宅福祉事業等への取り組み
①制度事業への取り組み
②共生社会に向けた新たな生活支援の実施（新・重点目標❺-②の再掲）
❾いきいきシニアセンターの運営
　地域福祉推進の拠点施設となる、いきいきシニアセンター
（老人福祉センター）の管理事業者として、設置目的に沿った事
業の充実を図ります。
10地域福祉活動センターの運営
　障がい・疾病・介護・子育て・生活困窮・社会的孤立等の生活上
の課題を抱える当事者やその家族等の関係者及びそれらの課題
解決に取り組む福祉活動団体等にセンターの設備・機能を提供
する事により、その活動を支援し、地域福祉の充実を図る。
11災害対応に向けた取り組みの推進
　災害に強いまちづくりを目指し、平時からの顔の見える支え
あいの地域づくりの推進を図るとともに、三者協定に基づく災
害救援ボランティアセンターの開設・運営に向けた課題の洗い
出しや役割の明確化、実践的運営訓練等の実施などについての
継続的な検討実施を進めていく。

基本目標② 誰もが安心して暮らせる
しくみづくり

❶地域福祉の基盤づくりとネットワークの強化
❷包括的な相談・支援体制の強化
❸権利擁護のための支援の充実
❹更生支援に向けた地域づくり

施策の方向性施策の方向性施策の方向性

基本目標③地域に関心を持ち、
行動できる人材づくり

❶誰一人取り残さない地域づくりに向けた
周知・啓発

❷地域福祉活動の普及・啓発
❸地域福祉の担い手の育成・参加促進

基本目標①

1.地域福祉推進事業
❶機関紙やホームページによる福祉情報の提供
❷第５4回藤沢市社会福祉大会の開催（市共催事業）
❸第４次地域福祉活動計画の推進（新）
　①計画の具体的推進を検討する委員会の設置と運営
　②計画を推進する地域活動の支援
2.地域の縁側事業

3.社会福祉法人や民間企業等との地域貢献事業
❶藤沢市地域公益事業推進法人協議会　❷民間企業連携事業
4.援護事業
❶年末たすけあい見舞金事業　❷災害援護事業
5.福祉人材養成事業
❶介護職員初任者研修事業　❷福祉・介護人材の就業支援研修事業
6.助成事業
❶地区社会福祉協議会への活動費の助成事業
❷愛の輪福祉基金補助金交付事業事務（市受託事業）
❸地域福祉活動増進事業（一部新）
7.ボランティア活動推進事業
❶ボランティアセンター運営事業　❷地域福祉活動センターの運営
❸車イス等貸出事業　❹災害ボランティア推進事業　
❺いきいきパートナー事業(市受託事業)
❻生活困窮者の自立支援関係事業　❼農福連携事業　
❽ひきこもり等社会参加支援事業の推進　❾地域活動のリスク管理
8.資金貸付事業
❶生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）
❷福祉資金の貸付　❸修学旅行費貸付事業

14.老人福祉センター事業（指定管理事業）

11.生活支援コーディネーター（第１・２層）事業（市受託事業）

13.在宅福祉事業
❶自主事業（ホームヘルプサービス）（一部新）
❷公的介護事業（ホームヘルプサービス）（市受託事業）
❸在宅福祉サービスセンター管理運営事業（市受託事業）

15.居宅介護等事業 ❶訪問介護事業 

16.障がい者総合支援事業 ❶居宅介護等事業   ❷相談支援事業

18.会の運営

19.団体業務
❶日本赤十字社神奈川県支部藤沢市地区事務局
❷神奈川県共同募金会藤沢市支会事務局　　　　他

17.災害活動関連事業
藤沢市災害救援ボランティアセンター設置・運営に関する協定に
基づく取り組みの推進。

12.あんしんセンター事業（権利擁護事業）
❶日常生活自立支援事業（県社協受託事業）
❷成年後見事業（市受託事業）　❸市民後見事業（市受託事業）
❹権利擁護支援事業

10.包括的な相談支援・社会的孤立等支援事業
❶生活困窮者自立相談支援事業（市受託事業）
❷社会的孤立等生活支援事業（新）
　支援事業の具体化については、基金活用の対象となる事業を
基本とする中で検討を進め、段階的な実施に努める。

9.障がい福祉事業
❶地域活動ホーム運営事業　❷就労支援売店運営事業
❸藤沢市ふれあい実行委員会事業の支援

　新型コロナウイルス感染症が、私たちの日常生活を揺
るがせて3年目に入ります。さらに、少子高齢化の進展、
人口減少、温暖化による風水害、国際紛争による生活の
危機など、将来を見通せない状況が続いています。
　私たちが暮らす身近な地域社会においても、子育て・
障がいのある方・長寿社会への生活環境整備、生活困
窮や社会的孤立など生きづらさを抱えた方を支える仕
組み、担い手の確保、災害への備えなど、全ての人が支
えあい、自分らしく活躍できる地域づくりが重要となっ
ています。

　こうしたなかで、「藤沢市地域福祉計画２０２６」を具体
化するために地域福祉活動計画が策定されています。
地域で暮らす住民をはじめ、自治会・町内会や地区社会
福祉協議会等の地域活動団体、民生委員児童委員、社
会福祉法人やNPO法人等の専門機関、行政機関等が
一体となって地域生活課題へ取り組むための活動指針
となっています。
　6年間の市社協の中期的な展望を取りまとめるとと
もに、「第4次地域福祉活動計画」の基本目標と施策の
方向性の具体化に取り組みます。

収入合計  1,076,298千円

収 入
（単位：千円）

経常経費補助金収入
226,358

寄付金収入
2,150

会費収入 2,282前期末支払資金残高 77,221

障がい福祉サービス等
事業収入  39,959 

受取利息配当金収入 25
その他の収入 1,229
資産取崩収入 98,700

繰入金収入 51,723

受託金収入
472,013

介護保険事業収入
38,674

貸付事業収入 40,000
事業収入 21,302

負担金収入 4,662

支 出
（単位：千円）

居宅介護等事業
78,715

老人福祉
センター事業
277,725

支出合計  1,076,298千円

在宅福祉
事業
28,744 あんしんセンター事業 

84,944

地域福祉推進活動事業 
606,170
地域福祉推進事業 9,906
地域の縁側事業 3,927
援護事業 5,165
福祉人材養成事業 920
助成事業 11,930
ボランティア活動推進
事業 11,583
資金貸付事業 51,140
障がい福祉事業 23,724
自立相談支援事業 99,140
生活支援コーディネーター
事業 33,540
法人運営事業 355,195
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湘南なぎさ荘
こ ぶ  し  荘監   事（2名）

評議員会（12名）
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令和4年度  事業計画
基 本 方 針

「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」
お互いが見守り、支えあい、
つながる地域づくり

❶地域における交流の促進
❷課題を早期発見・早期対応できる地域づくり
❸福祉団体等の活動推進
❹災害時に備えた地域づくりの推進

第4次藤沢市地域福祉活動計画の基本目標と施策の方向性

重 点 目 標
❶第4次地域福祉活動計画の推進（新）
　策定初年度は、当該計画が広く浸透するよう市民や地域活
動団体、福祉関係機関等への積極的な周知とコミュニティソー
シャルワーカー（CSW）等による活動支援に努める。
　また、計画がめざす具体的な活動展開の推進を図るため次
の事項に取り組む。
①計画の推進を検討する委員会の設置
②計画を推進する地域活動の支援
❷地域福祉を支える人材づくり
　支えあいの地域づくりを推進するために必要な担い手の育
成と、専門性の高い福祉人材の養成・確保に取り組む。各事業
は新しい生活様式に即し、安全に配慮しながら実施する。
①ボランティアや地域活動の担い手の育成
②専門性の高い福祉人材の養成
❸生活支援の仕組みづくり
　生活支援コーディネーター（第１層・市内全域、第２層・市内１３
地区）を配置し、各地域の生活支援ニーズを把握、多様な主体
が提供する生活支援等サービスやネットワーク化、ボランティ
ア活動などへの支援に取り組む。
　地域共生社会の実現に向けて、第4次地域福祉活動計画に
基づいた誰一人取り残さない地域づくりに向けた活動を推進。
❹包括的な相談支援体制の構築
　総務課、地域福祉課、あんしんセンターの各セクション相互
の連携を深め、行政、社会福祉法人ほか各種相談支援機関と
の多機関連携の充実を図る。さらに、複合的な課題に対応する
ための連携協働の視点での重層的支援体制の整備を図る。
①CSWによる相談支援及び地域支援体制の充実
②地域における相談支援ネットワークの構築

❺ひきこもりや生活困窮者等の地域で孤立しがちな方への支援
①ひきこもり等社会参加事業の推進
②社会的孤立等生活支援事業の検討（新）
❻関係機関や民間企業等との連携
①社会福祉法人による地域の公益的な取り組みの推進
②民間機関や民間企業等との連携
③地区社会福祉協議会等との連携
❼権利擁護の推進
①成年後見制度等の相談機会及び利用支援機能の充実
②成年後見制度中核機関の運営
❽在宅福祉事業等への取り組み
①制度事業への取り組み
②共生社会に向けた新たな生活支援の実施（新・重点目標❺-②の再掲）
❾いきいきシニアセンターの運営
　地域福祉推進の拠点施設となる、いきいきシニアセンター
（老人福祉センター）の管理事業者として、設置目的に沿った事
業の充実を図ります。
10地域福祉活動センターの運営
　障がい・疾病・介護・子育て・生活困窮・社会的孤立等の生活上
の課題を抱える当事者やその家族等の関係者及びそれらの課題
解決に取り組む福祉活動団体等にセンターの設備・機能を提供
する事により、その活動を支援し、地域福祉の充実を図る。
11災害対応に向けた取り組みの推進
　災害に強いまちづくりを目指し、平時からの顔の見える支え
あいの地域づくりの推進を図るとともに、三者協定に基づく災
害救援ボランティアセンターの開設・運営に向けた課題の洗い
出しや役割の明確化、実践的運営訓練等の実施などについての
継続的な検討実施を進めていく。

基本目標② 誰もが安心して暮らせる
しくみづくり

❶地域福祉の基盤づくりとネットワークの強化
❷包括的な相談・支援体制の強化
❸権利擁護のための支援の充実
❹更生支援に向けた地域づくり

施策の方向性施策の方向性施策の方向性

基本目標③地域に関心を持ち、
行動できる人材づくり

❶誰一人取り残さない地域づくりに向けた
周知・啓発

❷地域福祉活動の普及・啓発
❸地域福祉の担い手の育成・参加促進

基本目標①

1.地域福祉推進事業
❶機関紙やホームページによる福祉情報の提供
❷第５4回藤沢市社会福祉大会の開催（市共催事業）
❸第４次地域福祉活動計画の推進（新）
　①計画の具体的推進を検討する委員会の設置と運営
　②計画を推進する地域活動の支援
2.地域の縁側事業

3.社会福祉法人や民間企業等との地域貢献事業
❶藤沢市地域公益事業推進法人協議会　❷民間企業連携事業
4.援護事業
❶年末たすけあい見舞金事業　❷災害援護事業
5.福祉人材養成事業
❶介護職員初任者研修事業　❷福祉・介護人材の就業支援研修事業
6.助成事業
❶地区社会福祉協議会への活動費の助成事業
❷愛の輪福祉基金補助金交付事業事務（市受託事業）
❸地域福祉活動増進事業（一部新）
7.ボランティア活動推進事業
❶ボランティアセンター運営事業　❷地域福祉活動センターの運営
❸車イス等貸出事業　❹災害ボランティア推進事業　
❺いきいきパートナー事業(市受託事業)
❻生活困窮者の自立支援関係事業　❼農福連携事業　
❽ひきこもり等社会参加支援事業の推進　❾地域活動のリスク管理
8.資金貸付事業
❶生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）
❷福祉資金の貸付　❸修学旅行費貸付事業

14.老人福祉センター事業（指定管理事業）

11.生活支援コーディネーター（第１・２層）事業（市受託事業）

13.在宅福祉事業
❶自主事業（ホームヘルプサービス）（一部新）
❷公的介護事業（ホームヘルプサービス）（市受託事業）
❸在宅福祉サービスセンター管理運営事業（市受託事業）

15.居宅介護等事業 ❶訪問介護事業 

16.障がい者総合支援事業 ❶居宅介護等事業   ❷相談支援事業

18.会の運営

19.団体業務
❶日本赤十字社神奈川県支部藤沢市地区事務局
❷神奈川県共同募金会藤沢市支会事務局　　　　他

17.災害活動関連事業
藤沢市災害救援ボランティアセンター設置・運営に関する協定に
基づく取り組みの推進。

12.あんしんセンター事業（権利擁護事業）
❶日常生活自立支援事業（県社協受託事業）
❷成年後見事業（市受託事業）　❸市民後見事業（市受託事業）
❹権利擁護支援事業

10.包括的な相談支援・社会的孤立等支援事業
❶生活困窮者自立相談支援事業（市受託事業）
❷社会的孤立等生活支援事業（新）
　支援事業の具体化については、基金活用の対象となる事業を
基本とする中で検討を進め、段階的な実施に努める。

9.障がい福祉事業
❶地域活動ホーム運営事業　❷就労支援売店運営事業
❸藤沢市ふれあい実行委員会事業の支援

　新型コロナウイルス感染症が、私たちの日常生活を揺
るがせて3年目に入ります。さらに、少子高齢化の進展、
人口減少、温暖化による風水害、国際紛争による生活の
危機など、将来を見通せない状況が続いています。
　私たちが暮らす身近な地域社会においても、子育て・
障がいのある方・長寿社会への生活環境整備、生活困
窮や社会的孤立など生きづらさを抱えた方を支える仕
組み、担い手の確保、災害への備えなど、全ての人が支
えあい、自分らしく活躍できる地域づくりが重要となっ
ています。

　こうしたなかで、「藤沢市地域福祉計画２０２６」を具体
化するために地域福祉活動計画が策定されています。
地域で暮らす住民をはじめ、自治会・町内会や地区社会
福祉協議会等の地域活動団体、民生委員児童委員、社
会福祉法人やNPO法人等の専門機関、行政機関等が
一体となって地域生活課題へ取り組むための活動指針
となっています。
　6年間の市社協の中期的な展望を取りまとめるとと
もに、「第4次地域福祉活動計画」の基本目標と施策の
方向性の具体化に取り組みます。

収入合計  1,076,298千円

収 入
（単位：千円）

経常経費補助金収入
226,358

寄付金収入
2,150

会費収入 2,282前期末支払資金残高 77,221

障がい福祉サービス等
事業収入  39,959 

受取利息配当金収入 25
その他の収入 1,229
資産取崩収入 98,700

繰入金収入 51,723

受託金収入
472,013

介護保険事業収入
38,674

貸付事業収入 40,000
事業収入 21,302

負担金収入 4,662

支 出
（単位：千円）

居宅介護等事業
78,715

老人福祉
センター事業
277,725

支出合計  1,076,298千円

在宅福祉
事業
28,744 あんしんセンター事業 
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地域福祉推進活動事業 
606,170
地域福祉推進事業 9,906
地域の縁側事業 3,927
援護事業 5,165
福祉人材養成事業 920
助成事業 11,930
ボランティア活動推進
事業 11,583
資金貸付事業 51,140
障がい福祉事業 23,724
自立相談支援事業 99,140
生活支援コーディネーター
事業 33,540
法人運営事業 355,195
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【藤沢市内共同募金結果一覧】

21,577,409円
113,539円
965,995円
236,175円
428,495円
753,318円

24,074,931円

33,535,486円
113,539円
965,995円
236,175円
428,495円
753,318円

36,033,008円

11,958,077円

11,958,077円

一般募金 年末たすけあい募金 合　　計
戸 別 募 金
街 頭 募 金
法 人 募 金
学 校 募 金
職 域 募 金
その他の募金

募金種別 

合　　計

共同募金運動は、赤い羽根募金と年末たすけあい募金のことです共同募金運動は、赤い羽根募金と年末たすけあい募金のことです

　藤沢市では、寄付する人も募金活動をする人も
みんなが安心して楽しんで募金ができるよう、鉄
道会社とのコラボ事業をおこなっています。藤沢
市と鎌倉市の２市をつなぐ江ノ電と湘南モノレー
ルとのコラボ企画も今年で8年目になりました。

　1月8日（土）「スバナ通り」にて街頭募金をおこないました。新型コロナウ
イルス感染症対策のため少人数での実施となりましたが、ご寄付いただいた
方には上記デザインの内、お好きなコラボ缶バッジをお渡ししました。

たくさんの
ご協力

ありがとう
ございました

　令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響下での運動となりましたが、皆さま一
人ひとりが自分たちの活動スタイルの中でできることを考え、工夫してくださることで、
あたたかい寄付が集まりました。

募金活動報告赤い羽根共同募金「 」

スバナ通りでの募金活動の様子

コラボ缶バッジ（2種類）

共同募金運動 令和3年度 結果報告 共同募金会
http://www.fujisawa-shakyo.jp/shakyo/kyodo-bokin.html

※“赤い羽根共同募金”は共同募金の愛称です。

皆さまからの活動資金が赤十字活動を支えています皆さまからの活動資金が赤十字活動を支えています

※日本赤十字社では現在「ウクライナ人道危機救援金」を受け付けております。

赤十字運動 5月は、強化月間です

藤沢市内  36,033,008円  

　毎年５月は「赤十字運動月間」として、赤十字の理念や活動へのご理
解とご協力を呼びかけています。今年も新型コロナウイルス感染症の
収束がまだ見通せない状況にあり、市内でおこなう「赤十字運動月間」
活動の期間を８月末まで延長します。災害への備えや救急法等の講習
普及、新型コロナウイルス感染症への対応といった日赤の活動を支え
ているのは、皆さまから寄せられる活動資金です。皆さまからのご支援
がない限り、日赤の活動は成立しません。「救うことをつづける」日赤
に、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

　「ふじさわ福祉ＮＰＯ連絡会」が主体となって昨年3月に設立された「フードバ
ンクふじさわ」。活動開始から1年が経過する中で、ますます支援の輪が広がっ
ています。
　今回はフードバンクふじさわに寄付を続けている井出農園さんと民生委員さ
んを紹介します。

ふじさわボランティアセンター ０４６６‒26‒9863　　０４６６‒50‒3671
月～金9：00～20：00（土・日・祝～17：00）第３日曜休年末年始除く

フードバンクふじさわの活動を支える皆さん
「もったいない」を「ありがとう」に

　井出農園さんは藤沢で古くから農業をいとなんでお
り、現在は親子3代で農業に取り組んでいるそうです。
市内のスーパーに野菜を納品されているほか、藤沢市
役所前で毎週水曜日に直売もおこなっています。園主
の井出さんにフードバンクのことをお聞きしました。

井出農園

　民生委員・児童委員の皆さんは、定例会議のたび
に食品を持ち寄り、フードバンクふじさわへの寄付を
続けています。
　3月16日には藤沢市民生委員児童委員協議会か
らフードバンクふじさわに寄付金の贈呈式があり、
25万円が贈られました。
　フードバンクふじさわ野副代表からは、「民生委員・
児童委員の皆様をはじめ、様々なご支援、ご協力のお
かげでフードバンクふじさわの活動を進めることがで
きています。いただいたご寄付は、食の支援に大事に
使わせていただきます。」と感謝の言葉がありました。

民生委員・児童委員の活動を知りましょう。
民生委員・児童委員とはどんな活動をする人なのでしょうか？
　民生委員・児童委員はまちの身近な相談員です。民生委員・児童委
員は同じ地域で生活する住民の一人として、地域住民のさまざまな困
りごとや心配ごとの相談に応じています。相談者を専門機関や行政窓
口につなぐ橋渡し役でもあります。
　また、厚生労働大臣から委嘱を受けての活動は、法律で定められた
守秘義務があり、相談の秘密は守られます。子どもや子育て家庭に関
することを専門に担当する、主任児童委員の配置もあります。

民生委員・児童委員

フードバンク
寄贈いただいた食材を保
管します。

寄付食材を集め福祉に
利用します。

フードドライブ

フードパントリー
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。

サンパール
広場での
マルシェの
様子

　フードバンクさんにお話をいただいた時は、「捨
てるよりぜんぜんいいよ」というところからのはじ
まりだったんです。一生懸命作っても出荷できな
い時もあるし、売れ残ることもあるので、捨てな
きゃいけないものを引き取ってもらえるのですか
ら、ありがたいです。そして、食べてもらえるって
いうのが一番うれしいです。

5月12日は民生委員・児童委員の日

井出農園さん
は藤沢市のマ
ルシェにも参
加しています。

寄付された食品

（写真：【右】藤沢市民生委員児童委員協議会三觜会長、【中央】フード
バンクふじさわ野副代表、【左】フードバンクふじさわ鷲尾運営委員）
藤沢市民生委員児童委員協議会三觜会長から寄付金贈呈の様子
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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

◆（共催）健康朗読講座（全2回）
　（5月20日・6月3日）
◆健康づくり運動講座
　（5月24日・7月12日）
◆音楽体操講座
　（6月2日・8月4日）
◆メンタル講座（6月12日）
◆季節のお菓子作り
◆元気アップ講座
◆スマホ・パソコン講座
◆漢字講座
◆寄せ植え講座
◆エンディングノート（8月3日）

◎第21回こぶし祭
　～動画配信・サークル作品展～
　（5月14日・15日）
◎夏まつり（7月27日）

※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。 

※詳しくは各センターにおたずねください。実施予定の主な事業・講座の紹介（5月～8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】

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。 

　コロナ禍で遠出が難しい今、日本
各地のパンフレットを見ながら思いを
はせてみませんか。全3回の講座で、
【男はつらいよ】の「葛飾柴又」や、【幸
福の黄色いハンカチ】の「網走・夕張」
などを紹介します。

旅行講座
「映画の舞台を旅する」

オススメ
講座

　江の島・藤沢ガイドクラブにご協力
をいただき、テーマに沿って鵠沼・片
瀬地区の史跡や偉人ゆかりの地など
を巡る講座です。年間3講座（1講座
全2回）を予定しています。

なぎさ de シニアトレジャー
～鵠沼片瀬・郷土に輝く偉人達

オススメ
講座

　「一歩前進　コロナ禍でもココロ
は集い・想い・楽しむ」をテーマに行
います。今年のこぶし祭は感染予防
対策のため発表サークルにつきまし
ては、動画配信になります。離れて暮
らすご家族・ご親戚に晴れの舞台を！

第21回こぶし祭
～動画配信・サークル作品展～

オススメ
イベント

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
　  （5月5日・7月7日・8月4日）
　●はぎれサロン（5月22日・７月24日）
　●ふまねっと
　  （6月19日・7月17日・8月21日）
◆なぎさ de シニアトレジャー
　～鵠沼片瀬・郷土に輝く偉人達（全2回）
　（5月22日※座学・6月2日※散策）
◆アクアビクス講師と動こう！
　●骨盤底筋群体操
　  （5月29日・7月24日）
　●転倒予防エクササイズ
　  （6月26日・8月14日）
◆健康づくり運動講座（5月31日・7月31日）
◆アクア入門講座（全4回）
　（6月2日・9日・16日・23日）
◆シニアリトミック（8月2日）

◆脳をきたえるウォーキング講座（全5回）
　（5月17日・24日・31日・6月14日・7月5日）
◆ふまねっと運動講座
　（5月17日・6月21日・7月19日・8月23日）
◆旅行講座（全3回）
　（5月18日・6月15日・7月20日）
◆はじめてのLINE講座
　（5月19日）
◆やすらぎ寄席
　（5月22日・7月24日）
◆おとなの健康運動
　（6月7日）
◆音楽体操講座
　（6月29日）
◆陶芸で蕎麦猪口を作ってみよう（全2回）
　（7月2日・9日）
◆健康づくり運動講座
　（7月7日）

やすらぎ荘 こぶし荘湘南なぎさ荘

次のことに
ご協力を
お願いします

　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。
　感染症に対する抵抗力が弱い高齢者等が多く集まる場所で、感染が広がりやす
い環境であることを強く認識した上で、引き続き新型コロナウイルス感染防止の
取り組みを行います。
　また、新たな取り組みとして、(１)コロナ禍での利用が一度もない利用者への
アンケート調査、(２)食堂事業の検討、(３)地域開放事業（施設祭り、季節祭り
等）・世代間交流事業等の実施、（４）高齢者向けeスポーツの検討、（５）「ねんりん
ピックかながわ2022」の盛り上がりを生かした取り組みなどを実施します。

第4次地域福祉活動計画の骨子（案）が
まとまりましたので、ご紹介します

計画体系図（推進ビジョン・基本目標・施策の方向性・取り組みのポイント）

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

●一人ひとりの尊厳を大切にする意識を育み、多様な
人とふれあいの場をつくる

●地域で活動しているさまざまな主体を通じて、地域の
状況を伝える

●世代や属性等に応じたわかりやすい情報提供に努める
●気軽に活動に参加できる仕組みを工夫する

●地域活動への参加を促す、さまざまな取り組みを進める
●世代や障がいの有無、生活状況等に関わらない社会
参加の活動をつくる

地域に関心を持ち、
行動できる人材づくり

誰一人取り残さない
地域づくりに向けた
周知・啓発

❶

地域福祉活動の
普及・啓発

❷

地域福祉の担い手の
育成・参加促進

❸

基本目標 1

●デジタル社会における顔の見える関係づくり
●世代、障がい等を超えた交流の場、いろいろな体験が
できる機会をつくる

●子育て期の親子の居場所の設置

●顔の見える関係づくりから、地域からのＳＯＳに気づく
力を高める

●必要な人に、必要な情報を、必要な時に届けられる、
タイムリーな体制をつくる

●福祉団体等の横のつながりを深める
●地域の共通課題を考え、効果的な取り組みを検討する

●災害時への準備が、日頃からのつながりをつくる
●多様な住民や団体等の参加による検討と訓練を積み
重ねる

●災害時のボランティア活動の効果的な仕組みの構築

お互いが見守り、
支えあい、

つながる地域づくり

地域における
交流の促進

❶

課題を早期発見・
早期対応できる
地域づくり

❷

福祉団体等の
活動推進

❸

災害時に備えた
地域づくりの推進

❹

基本目標 2

●福祉関係人材の確保、育成に連携して取り組む
●地域団体や専門機関等のさまざまなつながりによる
基盤づくり

●相談支援のネットワークにより適切な支援につなぐ
●複合的課題、制度の狭間にある課題に対応できる体制

●成年後見制度の普及啓発を進める
●権利擁護のための支援体制等の周知を図る

●孤立を防ぎ、つながりを大切にした地域づくりを進める
●更生支援機関と福祉関係機関等との連携を深める
●犯罪被害者等への配慮、支援等も大切な観点

誰もが安心して
暮らせるしくみづくり

地域福祉の基盤づくり
とネットワークの強化

❶

包括的な相談・
支援体制の強化

❷

権利擁護のための
支援の充実

❸

更生支援に向けた
地域づくり

❹

基本目標 3
施策の方向性 取り組みのポイント

施策の方向性 取り組みのポイント

施策の方向性 取り組みのポイント

推 進 ビ ジ ョ ン
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w208、h297_ 表

委 員 会 意 見 の 一 部 を 紹 介

●地域福祉活動計画とは

●計画骨子（案）策定にあたって
　高齢、障がい、児童等の各分野団体の代表委員で構成する策定委員
会の中で検討を進めてきました。委員会では、互いが所属する団体活動
等をとおして、「日頃から感じている地域の課題」や、「これから取り組もう
としている活動」「取り組みに向けて課題となっていること」「市社協や行
政、互いの所属団体活動に対しての意見や要望」等についての意見交換
をおこない、今後の必要な取り組み等について検討を進めてきました。

●取り組みのポイント
　行政計画である「藤沢市地域福祉計画2026」と共有する基本目標と施
策の方向性を踏まえ、私たちが課題解決に向けてどのような活動をすべ
きかについてポイント整理した内容です。このポイントを基本に具体的な
活動展開を推進していきます。

●計画の推進期間について
　「藤沢市地域福祉計画2026」と連動し地域福祉を推進していく計画と
して、2022年度（令和４年度）から2027年度（令和９年度）までの６年間を
計画期間とします。

●計画を推進するために
　計画の具体的推進を検討する委員会を設置し、活動の推進を図ります。

計画推進のあり方検討及びその実践、地域活動等への
支援策の検討、活動の評価指標の検討及び評価の実践、
テーマごとの課題検討及び対策の提案等。

※現在、第4次地域福祉活動計画骨子（案）について、皆さまからの意見や感想を募っています。
　詳しくは、市社協ホームページ（http://www.fujisawa-shakyo.jp/）をご覧ください。

締切
令和4年
5月13日（金）
まで

介護や子育て、障がい等に
対する理解が不足している

地域のことに
無関心な人が多い

障がいのある人や子ども、母語の異なる人等への
わかりやすい情報発信

断らない相談 権利擁護のための
意思決定支援

罪を犯した人の社会復帰や
犯罪被害者への支援

自治会・町内会
加入率の減少

働く人のボランティア
参加の仕組み

担い手、後継者の
不足

多様性の認識や
お互いの理解

専門分野の
連携不足

団体相互の
つながりが薄い

不登校、ヤングケアラー、
ひきこもり等の社会的孤立

高齢者や障がい者などの
避難支援

など

　住民をはじめとした地域のさまざまな主体が自分たちの住むまちの課
題解決に、自ら連携しながら取り組んでいくための民間の行動計画です。

委員会の
主な役割

令和 4 年 5 月 1 日 市 社 協 ふ じ さ わ 第57号
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令和 4 年 5 月 1 日市 社 協 ふ じ さ わ第57号
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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

私らしく、あなたらしく生活するために
令和4年度から本格的な運営がスタートします！！中核機関

　成年後見制度が必要な方が、その人
らしく、住み慣れた地域で暮らしていく
ために、ご本人の意思を尊重しながら、
ご本人を取り巻くさまざまな人たちが
連携して支援する仕組みづくりや、成
年後見制度の利用促進に向けた広報
活動等をおこなう機関です。

　成年後見制度の周
知・普及のために市
民の方や支援者の方
向けに講座や研修会
を開催します。
　またパンフレットや
チラシの作成・配布を
おこないます。

「中核機関」とは…

専門職 神奈川県
藤沢市中核機関

（ふじさわあんしんセンター）

家庭裁判所

「中核機関」は後見人等や家族、関係者などがチームとして
「本人」を支援していきます。

後見人等がご本人の意思を尊重しながら…
●財産管理をしてくれる
●福祉サービスの契約や入院の
　手続き等をしてくれる　

広報機能
　すでに後見人等と
して活動している方
に対して、定期報告書
の書き方や後見業務
に関する相談支援を
おこない
ます。

　適切な制度利用に
向けて、相談支援や情
報提供などをおこな
います。窓口だけでな
くご自宅や入院・入所
先へも説明に
伺います。

　申立てや後見人等候補者
に関する相談に基づき、助
言や調整をおこないます。ま
た、市民後見人の養成や法
人後見活動をおこないます。
　令和4年度も市民後見人
養成講座を開催する予定
です。

後見人支援機能 利用促進機能

など

後見人等が「本人」を支え
るチームに加わってくれた
らどう変わる？

ご本人が地域で暮
らしやすいように
後見人等がお手伝
いしてくれます。

相談機能

中 核 機 関 の 主 な 4 つ の 機 能

●令和3年度の市民後見人養成講座（第5期）が終了しました。

　これからフォロー
アップ研修の受講等
で経験を積み、後見
人等の受任を目指し
ます。

市民後見人養成講座を修了されたお二人

※後見人等とは後見人・保佐人・補助人を指します。

皆さまの力を
お借りして地域
福祉に貢献できる
よう頑張ります。

皆さまのお役に
立てるよう
頑張りたいと
思います。

医療機関等
家族・親族

民生委員・
ボランティア

後見人等※福祉
サービス

地域の
相談機関

本 人本 人



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

◆（共催）健康朗読講座（全2回）
　（5月20日・6月3日）
◆健康づくり運動講座
　（5月24日・7月12日）
◆音楽体操講座
　（6月2日・8月4日）
◆メンタル講座（6月12日）
◆季節のお菓子作り
◆元気アップ講座
◆スマホ・パソコン講座
◆漢字講座
◆寄せ植え講座
◆エンディングノート（8月3日）

◎第21回こぶし祭
　～動画配信・サークル作品展～
　（5月14日・15日）
◎夏まつり（7月27日）

※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。 

※詳しくは各センターにおたずねください。実施予定の主な事業・講座の紹介（5月～8月）
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【お問い合わせ】

〒252-0807藤沢市下土棚800-1
【お問い合わせ】

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。 

　コロナ禍で遠出が難しい今、日本
各地のパンフレットを見ながら思いを
はせてみませんか。全3回の講座で、
【男はつらいよ】の「葛飾柴又」や、【幸
福の黄色いハンカチ】の「網走・夕張」
などを紹介します。

旅行講座
「映画の舞台を旅する」

オススメ
講座

　江の島・藤沢ガイドクラブにご協力
をいただき、テーマに沿って鵠沼・片
瀬地区の史跡や偉人ゆかりの地など
を巡る講座です。年間3講座（1講座
全2回）を予定しています。

なぎさ de シニアトレジャー
～鵠沼片瀬・郷土に輝く偉人達

オススメ
講座

　「一歩前進　コロナ禍でもココロ
は集い・想い・楽しむ」をテーマに行
います。今年のこぶし祭は感染予防
対策のため発表サークルにつきまし
ては、動画配信になります。離れて暮
らすご家族・ご親戚に晴れの舞台を！

第21回こぶし祭
～動画配信・サークル作品展～

オススメ
イベント

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
　  （5月5日・7月7日・8月4日）
　●はぎれサロン（5月22日・７月24日）
　●ふまねっと
　  （6月19日・7月17日・8月21日）
◆なぎさ de シニアトレジャー
　～鵠沼片瀬・郷土に輝く偉人達（全2回）
　（5月22日※座学・6月2日※散策）
◆アクアビクス講師と動こう！
　●骨盤底筋群体操
　  （5月29日・7月24日）
　●転倒予防エクササイズ
　  （6月26日・8月14日）
◆健康づくり運動講座（5月31日・7月31日）
◆アクア入門講座（全4回）
　（6月2日・9日・16日・23日）
◆シニアリトミック（8月2日）

◆脳をきたえるウォーキング講座（全5回）
　（5月17日・24日・31日・6月14日・7月5日）
◆ふまねっと運動講座
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◆はじめてのLINE講座
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◆やすらぎ寄席
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◆音楽体操講座
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やすらぎ荘 こぶし荘湘南なぎさ荘

次のことに
ご協力を
お願いします

　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。
　感染症に対する抵抗力が弱い高齢者等が多く集まる場所で、感染が広がりやす
い環境であることを強く認識した上で、引き続き新型コロナウイルス感染防止の
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等）・世代間交流事業等の実施、（４）高齢者向けeスポーツの検討、（５）「ねんりん
ピックかながわ2022」の盛り上がりを生かした取り組みなどを実施します。

第4次地域福祉活動計画の骨子（案）が
まとまりましたので、ご紹介します

計画体系図（推進ビジョン・基本目標・施策の方向性・取り組みのポイント）

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

●一人ひとりの尊厳を大切にする意識を育み、多様な
人とふれあいの場をつくる

●地域で活動しているさまざまな主体を通じて、地域の
状況を伝える

●世代や属性等に応じたわかりやすい情報提供に努める
●気軽に活動に参加できる仕組みを工夫する

●地域活動への参加を促す、さまざまな取り組みを進める
●世代や障がいの有無、生活状況等に関わらない社会
参加の活動をつくる

地域に関心を持ち、
行動できる人材づくり

誰一人取り残さない
地域づくりに向けた
周知・啓発

❶

地域福祉活動の
普及・啓発

❷

地域福祉の担い手の
育成・参加促進

❸

基本目標 1

●デジタル社会における顔の見える関係づくり
●世代、障がい等を超えた交流の場、いろいろな体験が
できる機会をつくる

●子育て期の親子の居場所の設置

●顔の見える関係づくりから、地域からのＳＯＳに気づく
力を高める

●必要な人に、必要な情報を、必要な時に届けられる、
タイムリーな体制をつくる
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●多様な住民や団体等の参加による検討と訓練を積み
重ねる
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お互いが見守り、
支えあい、

つながる地域づくり

地域における
交流の促進

❶

課題を早期発見・
早期対応できる
地域づくり

❷

福祉団体等の
活動推進

❸

災害時に備えた
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❹
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❹
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【藤沢市内共同募金結果一覧】

21,577,409円
113,539円
965,995円
236,175円
428,495円
753,318円

24,074,931円

33,535,486円
113,539円
965,995円
236,175円
428,495円
753,318円

36,033,008円

11,958,077円

11,958,077円

一般募金 年末たすけあい募金 合　　計
戸 別 募 金
街 頭 募 金
法 人 募 金
学 校 募 金
職 域 募 金
その他の募金

募金種別 

合　　計

共同募金運動は、赤い羽根募金と年末たすけあい募金のことです共同募金運動は、赤い羽根募金と年末たすけあい募金のことです

　藤沢市では、寄付する人も募金活動をする人も
みんなが安心して楽しんで募金ができるよう、鉄
道会社とのコラボ事業をおこなっています。藤沢
市と鎌倉市の２市をつなぐ江ノ電と湘南モノレー
ルとのコラボ企画も今年で8年目になりました。

　1月8日（土）「スバナ通り」にて街頭募金をおこないました。新型コロナウ
イルス感染症対策のため少人数での実施となりましたが、ご寄付いただいた
方には上記デザインの内、お好きなコラボ缶バッジをお渡ししました。

たくさんの
ご協力

ありがとう
ございました

　令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響下での運動となりましたが、皆さま一
人ひとりが自分たちの活動スタイルの中でできることを考え、工夫してくださることで、
あたたかい寄付が集まりました。

募金活動報告赤い羽根共同募金「 」

スバナ通りでの募金活動の様子

コラボ缶バッジ（2種類）

共同募金運動 令和3年度 結果報告 共同募金会
http://www.fujisawa-shakyo.jp/shakyo/kyodo-bokin.html

※“赤い羽根共同募金”は共同募金の愛称です。

皆さまからの活動資金が赤十字活動を支えています皆さまからの活動資金が赤十字活動を支えています

※日本赤十字社では現在「ウクライナ人道危機救援金」を受け付けております。

赤十字運動 5月は、強化月間です

藤沢市内  36,033,008円  

　毎年５月は「赤十字運動月間」として、赤十字の理念や活動へのご理
解とご協力を呼びかけています。今年も新型コロナウイルス感染症の
収束がまだ見通せない状況にあり、市内でおこなう「赤十字運動月間」
活動の期間を８月末まで延長します。災害への備えや救急法等の講習
普及、新型コロナウイルス感染症への対応といった日赤の活動を支え
ているのは、皆さまから寄せられる活動資金です。皆さまからのご支援
がない限り、日赤の活動は成立しません。「救うことをつづける」日赤
に、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

　「ふじさわ福祉ＮＰＯ連絡会」が主体となって昨年3月に設立された「フードバ
ンクふじさわ」。活動開始から1年が経過する中で、ますます支援の輪が広がっ
ています。
　今回はフードバンクふじさわに寄付を続けている井出農園さんと民生委員さ
んを紹介します。

ふじさわボランティアセンター ０４６６‒26‒9863　　０４６６‒50‒3671
月～金9：00～20：00（土・日・祝～17：00）第３日曜休年末年始除く

フードバンクふじさわの活動を支える皆さん
「もったいない」を「ありがとう」に

　井出農園さんは藤沢で古くから農業をいとなんでお
り、現在は親子3代で農業に取り組んでいるそうです。
市内のスーパーに野菜を納品されているほか、藤沢市
役所前で毎週水曜日に直売もおこなっています。園主
の井出さんにフードバンクのことをお聞きしました。

井出農園

　民生委員・児童委員の皆さんは、定例会議のたび
に食品を持ち寄り、フードバンクふじさわへの寄付を
続けています。
　3月16日には藤沢市民生委員児童委員協議会か
らフードバンクふじさわに寄付金の贈呈式があり、
25万円が贈られました。
　フードバンクふじさわ野副代表からは、「民生委員・
児童委員の皆様をはじめ、様々なご支援、ご協力のお
かげでフードバンクふじさわの活動を進めることがで
きています。いただいたご寄付は、食の支援に大事に
使わせていただきます。」と感謝の言葉がありました。

民生委員・児童委員の活動を知りましょう。
民生委員・児童委員とはどんな活動をする人なのでしょうか？
　民生委員・児童委員はまちの身近な相談員です。民生委員・児童委
員は同じ地域で生活する住民の一人として、地域住民のさまざまな困
りごとや心配ごとの相談に応じています。相談者を専門機関や行政窓
口につなぐ橋渡し役でもあります。
　また、厚生労働大臣から委嘱を受けての活動は、法律で定められた
守秘義務があり、相談の秘密は守られます。子どもや子育て家庭に関
することを専門に担当する、主任児童委員の配置もあります。

民生委員・児童委員

フードバンク
寄贈いただいた食材を保
管します。

寄付食材を集め福祉に
利用します。

フードドライブ

フードパントリー
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。

サンパール
広場での
マルシェの
様子

　フードバンクさんにお話をいただいた時は、「捨
てるよりぜんぜんいいよ」というところからのはじ
まりだったんです。一生懸命作っても出荷できな
い時もあるし、売れ残ることもあるので、捨てな
きゃいけないものを引き取ってもらえるのですか
ら、ありがたいです。そして、食べてもらえるって
いうのが一番うれしいです。

5月12日は民生委員・児童委員の日

井出農園さん
は藤沢市のマ
ルシェにも参
加しています。

寄付された食品

（写真：【右】藤沢市民生委員児童委員協議会三觜会長、【中央】フード
バンクふじさわ野副代表、【左】フードバンクふじさわ鷲尾運営委員）
藤沢市民生委員児童委員協議会三觜会長から寄付金贈呈の様子

第57 号 市 社 協 ふ じ さ わ 令和 4年 5月 1日 第 57 号市 社 協 ふ じ さ わ令和 4年 5月 1日
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続けています。
　3月16日には藤沢市民生委員児童委員協議会か
らフードバンクふじさわに寄付金の贈呈式があり、
25万円が贈られました。
　フードバンクふじさわ野副代表からは、「民生委員・
児童委員の皆様をはじめ、様々なご支援、ご協力のお
かげでフードバンクふじさわの活動を進めることがで
きています。いただいたご寄付は、食の支援に大事に
使わせていただきます。」と感謝の言葉がありました。

民生委員・児童委員の活動を知りましょう。
民生委員・児童委員とはどんな活動をする人なのでしょうか？
　民生委員・児童委員はまちの身近な相談員です。民生委員・児童委
員は同じ地域で生活する住民の一人として、地域住民のさまざまな困
りごとや心配ごとの相談に応じています。相談者を専門機関や行政窓
口につなぐ橋渡し役でもあります。
　また、厚生労働大臣から委嘱を受けての活動は、法律で定められた
守秘義務があり、相談の秘密は守られます。子どもや子育て家庭に関
することを専門に担当する、主任児童委員の配置もあります。

民生委員・児童委員

フードバンク
寄贈いただいた食材を保
管します。

寄付食材を集め福祉に
利用します。

フードドライブ

フードパントリー
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。

サンパール
広場での
マルシェの
様子

　フードバンクさんにお話をいただいた時は、「捨
てるよりぜんぜんいいよ」というところからのはじ
まりだったんです。一生懸命作っても出荷できな
い時もあるし、売れ残ることもあるので、捨てな
きゃいけないものを引き取ってもらえるのですか
ら、ありがたいです。そして、食べてもらえるって
いうのが一番うれしいです。

5月12日は民生委員・児童委員の日

井出農園さん
は藤沢市のマ
ルシェにも参
加しています。

寄付された食品

（写真：【右】藤沢市民生委員児童委員協議会三觜会長、【中央】フード
バンクふじさわ野副代表、【左】フードバンクふじさわ鷲尾運営委員）
藤沢市民生委員児童委員協議会三觜会長から寄付金贈呈の様子
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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。

ふれあい掲示板
たーすけくん・あいちゃん

（順不同・敬称略）

社会福祉
のために

交通遺児
のために

寄託品

相模真友会
世界平和統一家庭連合藤沢家庭教会
民謡其田会　　  戸田 順教
イトーヨーカドー藤沢店労働組合
リタオーシャンデッキ
ダンス・ドウ・サロン・キノシタ
匿名　3名

Moto  ALEX
藤沢北交通安全協会

江島神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お米
ウエスタンデジタルジャパン…カレンダー・手帳
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・タオル

令和3年12月１日 ▶ 令和4年3月31日

●令和4年度 事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2・3
●令和4年度 予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
●組織図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
●第4次地域福祉活動計画の骨子（案）のご紹介・・・・・4・5
●ふじさわあんしんセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

●いきいきシニアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
●ふじさわボランティアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
●赤十字運動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
●共同募金運動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
●ふれあい掲示板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

浅野 朝子
明月 忠純
五十嵐 昭平
池田 勝利
伊佐早 正二
石井 明子
浦田 勇
大矢 恒夫
川辺 晴江
窪島 弘道
倉重 達也
小泉 紀子
小島 智文
指旗 博
新堀 由男
菅原 智栄子
杉山 一美
髙橋 直江
髙橋 尚彦
遠矢 良命・節子
永井 秀和
二井林 知子
野口 修
浜崎 由佳子
早川 慎太郎
深瀬 ミサ子
松本 豊子
宮﨑 信子

本谷 守
山口 カツ
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
（医社）南星会
上林整形クリニック
桜林産婦人科医院
尾崎クリニック
加藤小児科
かわしま神経内科クリニック
（医社）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すが皮ふ科
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
岩屋歯科医院
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
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
カーライフプランニング湘南
神奈川聴覚障害者総合福祉協会
シニアライフセラピー研究所
東幸湘南営業所
Nico's Company
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
藤沢市遺族会
藤沢市更生保護女性会
藤沢市手をつなぐ育成会
藤沢商工会議所
藤沢食事サービスW.Coクックふじさわ
藤沢生活支援W.Coひなた
ヘルスプラン
木曜クラブ
森の仔じゆうがっこう
やまか
養護老人ホーム湘風園
laule’a

【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。
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

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

成 年 後 見 制 度 出 張 専 門 相 談 会

専門家に直接ご相談いただけます
日　時

内　容
日　時

場　所
対　象
定　員
申込み

問合せ

対象者

相談員

場　所

申込み

6月4日（土）13時30分～16時30分（要予約）
片瀬公民館
藤沢市民とその家族、
相談支援関係者等 6組（1組45分）
司法書士・行政書士
5月23日（月）9時から受付開始
電話または窓口で先着順
ふじさわあんしんセンター 電話：0466-55-3055

選手・来場者等へのドリンク提供、会場内外での案内誘導
11月12日（土）～14日（月）のうち2～3日間
（1日あたり5時間程度）
県立スポーツセンター等
市内在住・通勤・通学している15歳以上など条件を満たす方
70人程度
6月20日（月）までにボランティア募集ページ
「チームFUJISAWA2020」から申し込み
ねんりんピックかながわ2022藤沢市実行委員会事務局
（藤沢市生涯学習部スポーツ推進課内）
電話：0466-50-8243

無 料

賛助会員の紹介 （昨年度会員） （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

　「ねんりんピック」の愛称で親しまれている全国
健康福祉祭は60歳以上の皆さんを中心とした、
スポーツと文化、健康と福祉の祭典です。神奈川
県では初めての開催となります。
　藤沢市では11月13日（日）・14日（月）に県立
スポーツセンター（善行）で、「ゲートボール」と
「ソフトバレーボール」がおこなわれます。

ふじキュン♡ボランティアを募集しています！

ねんりんピックかながわ2022藤沢市実行委員会事務局HP▶

江の島流鏑馬・武者行列
や  ぶ  さ  め

きん めい

流鏑馬の起源は古く、武田流の伝書では六世紀の半ば、第29代欽明天皇が「天下泰平・五穀豊穣」を祈願し、最も騎射に秀でた者に馬上より三個の的を射させた神事が始まりと
されています。

うま ゆみ

提供：公益社団法人 藤沢市観光協会

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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