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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

【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

賛助会員の紹介 （令和4年4月1日～令和4年7月31日） （順不同・敬称略）

明月　忠純
浅野　朝子
新堀　由男
菅原　智栄子
髙倉　亮一
髙橋　直江
田代　喜宣
玉野　由美子
中沢　訓子
深瀬　ミサ子

福原　高洋
山田　義髙
樹ケアサポート
移動サービスＷ.Ｃｏらら・むーぶ藤沢
おれんじリング湘南
片瀬地区福祉ボランティア・しおさい
シニアライフセラピー研究所
東幸湘南営業所
福祉クラブ生協オプティ茜
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
藤沢市市民後見人　ふたば会
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
養護老人ホーム湘風園
laule’a

●第4次藤沢市地域福祉活動計画スタート・・・・・・・・・・・・・2・3
●令和3年度 事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4～6
●令和3年度 決算報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
●ふじさわボランティアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

●ふじさわあんしんセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
●共同募金運動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
●いきいきシニアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
●ふれあい掲示板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

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

出 張 専 門 相 談 会成 年 後 見 制 度

日　時

場　所

申込み

対象者

相談員

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

１1月5日（土）
13時30分～16時30分
六会公民館
藤沢市民とその家族、
相談支援関係者等 6組
弁護士・社会福祉士（相談時間は1組45分） 
10月24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

無 料

要予約

成 年 後 見 制 度 市 民 講 座
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。
※ＦＡＸの場合、住所・氏名・電話番号・希望日を記入してください。

無 料

要予約

日　時

内　容

講　師

場　所

定　員
申込み

10月5日（水）・10月15日（土）
各日10時～12時（開場9時30分）
※両日とも同じ内容です。
藤沢市役所分庁舎2階活動室1・2
ご本人の権利を守り生活を支援する制度の
おはなし
弁護士 内嶋 順一氏
各日30名
9月21日（水）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

里 親 講 座 の 開 催

日　時
場　所

申込み
定　員

１１月２３日（水・祝）１０時～１２時
茅ヶ崎市役所 本庁舎４階 会議室１・２
（茅ヶ崎市茅ヶ崎１-１-１）
40名
１１月１６日（水）までに電話でお申し込みくだ
さい。（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 子ども支援第一課
電話0466-84-1600

無 料

要予約　里親の活動は、短期間から長期間、小さい子
から大きい子まで福祉施設の子どもたちの家庭
体験の場など幅広いものがあります。里親活動
に関心がある方のご参加をお待ちしています。

もっと知ってほしい里親制度

（主催）神奈川県中央児童相談所　（共催）茅ヶ崎市

　約２カ月後、いよいよ「ねんりんピックかながわ２０２２」が開
催となります。ゲートボールとソフトバレーボールの会場となる
県立スポーツセンター（善行）では、ふるまいや未病改善教室な
ど、どなたでも無料で楽しめるコーナーを
設置する予定です。大会期間中
はぜひ会場へお越しいただき、
全国から参加される選手への応
援をお願いします。

ふじキュン♡
ねんりんピックかながわ2022
藤沢市実行委員会事務局HP▶

Fujisawa（ふじさわ）
Fukushi（ふくし）
Fuku（ふく）がくる
の Fから生まれました

　　　　

藤沢市地域福祉活動計画の
キャラクター

「ふくちゃん」です。

イラスト：うに猫タコ

第4次藤沢市地域福祉活動計画
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

2022年度（令和4年度）～2027年度（令和9年度）
藤沢市地域福祉活動計画策定委員会

イラスト：サナエ
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第４次藤沢市地域福祉活動計画冊子
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発行
お問い合わせ

社会福祉法人
藤沢市社会福祉協議会

〒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/



（1）誰一人取り残さな
い地域づくりに向
けた周知・啓発

■一人ひとりの尊厳を大切にする意識を育み、多様
　な人とのふれあいの場をつくる
■地域で活動している様々な主体を通じて、地域の
　状況を共有する

（2）地域福祉活動の
普及・啓発

■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、様々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
　会参加の仕組みをつくる

（3）地域福祉の担い手
の育成・参加促進

（1）地域福祉の基盤
づくりとネット
ワークの強化

（2）包括的な相談・
支援体制の強化

（3）権利擁護のための
支援の充実

（4）更生支援に向けた
地域づくり

（1）地域における交流
の促進

■世代、障がい等をこえた交流の場、いろいろな体
　験ができる機会をつくる
■子ども達を育む環境を整える
■デジタル社会や感染予防を踏まえた新しい関係づくり

■顔の見える関係づくりで地域のSOSに気づき、早
　期対応に努める
■地域活動者と専門相談機関等とのネットワークの構築

■福祉団体等の横のつながりを深める
■地域の優先課題を考え、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

■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様々なつながりによる
　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、制度のはざまにある課題に対応できる
　体制

■権利擁護のための支援体制等の推進を図る
■成年後見制度の普及啓発を進める

■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

（2）課題を早期発見・
早期対応できる
地域づくり

（3）福祉団体等の
活動推進

（4）災害時に備えた
地域づくりの推進

施策の方向性 地域福祉活動推進に向けた取り組みポイント

第4次藤沢市地域福祉活動計画の
施策・取り組みポイントの体系

第４次藤沢市地域福祉活動計画（２０２２～２０２７）スタート
「地域福祉」で「一人ひとりが主役　共に支えあい　安心して暮らせるまち」をめざそう。

　地域福祉を進めていくためには、人と出会い、交流を深め、時に悩みを共有し、時に楽しみを共有しながら、一
人ひとりが孤立しない関係を築いていくことが必要です。
　この計画は、地域住民、社会福祉施設等の専門機関や専門職、地域の関係団体、行政、社会福祉協議会など、
それぞれの主体が協力（協働）しあい、支えあい（自助、互助、共助、公助）ながら、目標を実現する取り組みを表し
ています。さらに、13地区の活動事例を組み込んでいます。
　ビジョンを共有して、目標に向けお互いに協力して取り組むプロセスそのものが、地域福祉の活動です。この
藤沢に関わる人たちで、一つ一つ、取り組みを積み重ねていきましょう。

平野 友康 計画策定委員会委員長
（横浜創英大学）からの一言

3つの「基本目標」と11の「施策の方向性」のアイコンを作成しました。アイコンの活用に
より、各活動等が、どの目標や方向性の内容なのかを伝えやすくなると考えました。

誰もが
安心して暮らせる
しくみづくり

基本目標

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

 基本目標3

 基本目標1

 基本目標2

アイコン作成：サナエ

詳細は、市社協ホームページ（http://www.fujisawa-shakyo.jp/）をご確認ください。

●計画の推進にむけて
　各分野の地域福祉関係者に
よって構成される、計画推進の
ための委員会を設置します。

　　 ・計画の周知方法の検討及び取り組み
　　 ・計画推進の対策の検討及び取り組み
　　 ・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取り組み
　　 ・テーマごとの課題検討及び対策の提案　など

当事者会・
家族会

NPO・
ボランティア

自治会
町内会

保護司・
更生保護団体

企業・
商店街

市社協 行政（市民センター・
公民館等）

福祉施設・
福祉事業所

地区社協等
地域活動団体

地域住民、社会福祉関係者等が
相互に協力しながら、地域課題の解決をめざします

民生委員
児童委員

イラスト：亜梨沙

地域福祉推進のイメージ

　藤沢のまちを誰にとっても住みやすくす
るためにはどうしたら良いのか、この計画書
には、たくさんのアイデアや取
り組み、また悩みなどが書かれ
ています。ぜひ一緒に考え、そ
して取り組んでいきましょう！

委
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案
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　成年後見制度など権利擁護に関するご相談に専門家（行政書士、弁護士、司
法書士、税理士、社会福祉士）が応じる「専門相談会」を毎月第1～4週の水曜日
に開催しています。

共同募金運動 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。

　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。コロナ禍による社会的
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4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。

共同募金は“じぶんの町を良くするしくみ”

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暮らし
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。

　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。

年末たすけあい募金募金の種類
● 戸別募金
● 街頭募金
● 法人募金
● 学校募金
● 職域募金
● イベント募金
● その他の募金

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

※開催日時等の詳細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（9月～12月）
やすらぎ荘 こぶし荘湘南なぎさ荘

　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。詳しくは各センターにおたずねください。

◆ハーブソルト講座
◆介護予防トレーナー体操
◆健康づくり運動講座　◆水中運動入門講座
◆仏像講座　全2回　◆音楽体操講座
◆写経体験講座　◆元気アップ講座
◆癒しのランタン講座
◆健康朗読講座　全2回　◆寄せ植え講座
◆女性史講座　◆口腔ケア講座
◆バレエストレッチ講座
◆歴史講座　◆しめ飾り講座

やすらぎ祭
（10月1日・2日）

ハンドベルコンサート
（12月11日）

スポーツの秋・芸術の秋・読
書の秋と色々楽しめる季節な

ので講座・イベントも目白押し。こぶし荘で充実
した実りの秋にしてください。

四重奏コンサート
（10月2日）

◆健耕あらかると「なぎさで毎日体操」
　（開館日は毎日開催）
◆健耕アラカルト
　①脳活チャレンジ　②ふまねっと
◆健康づくり運動講座
◆アクアビクス講師と動こう！
　①骨盤底筋群体操
　②ちょっとハードな元気UP！エアロ
　③転倒予防エクササイズ
◆サークル共催事業・読んで楽しむ源氏物語
◆はぎれサロン　◆シニアリトミック
◆なぎさ de シニアトレジャー２
◆始めてみよう！なぎさ de アクア

◆やすらぎ体操（開館日は毎日開催）
◆輪踊り（月に1回実施）
◆エンディングノートを通して終活を考える
◆音楽体操講座
◆お口からはじめる健康生活
◆ふまねっと運動講座
◆健康づくり運動講座
◆なつかしい童謡・唱歌を歌いましょう　全２回
◆やすらぎ寄席
◆歴史講座　全4回
◆鎌倉殿の時代の寺と仏像
◆和紙でつくる来年の干支・兎のカレンダー
◆城めぐりⅡ　◆文学講座

「敬老の日のつどい」
日時：９月１９日（月・祝）

　「敬老の日のつどい」を２年ぶりに開催予定です。敬老の日にちなんで、９/１９（月・祝）・２１日（水）～
２５（日）はシルバーウイークとして浴室無料になります（要予約）。みんなで楽しく長寿を祝いましょう！

※湘南なぎさ荘ホームページにて動画配信中。 ※こぶし荘ホームページにて動画配信中。 ※やすらぎ荘ホームページにて動画配信中。 

※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。

〒251-0862藤沢市稲荷586
【お問い合わせ】 【お問い合わせ】 【お問い合わせ】

〒251-0037藤沢市鵠沼海岸6-17-7 〒252-0807藤沢市下土棚800-1

やすらぎ荘 湘南なぎさ荘 こぶし荘
電話 81-6068　FAX 83-4624 電話 36-2315　FAX 36-1171 電話 45-3121　FAX 45-3126

オススメイベントオススメイベントオススメイベント

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

認知症や障がい等により判断能力が十分でない方を法律的に保護する仕組みで、成年後
見人等がご本人に代わって財産管理や介護サービスの契約等をおこなうことにより、ご
本人の権利を守り、寄り添いながら生活を支援する制度です。

ふじさわあんしんセンターでは、より多くの方に成年後見制度を正しく理解していただき
適切な制度利用につながるよう、「市民講座」や「専門相談会」を開催しています。

　広く市民の皆さまに成年後見制度を知っていただくための啓発事業の一環
として、専門家の講師による市民向け講座をおこなっています（藤沢市委託）。
　近年は、老後に備えたさまざまな制度、障がいのある方やそのご家族を支
える制度等をテーマに、具体例を盛り込んだ講義内容で開催しました。
　今年度は10月に「ご本人の権利を守り生活を支援する制度のおはなし」
をテーマに開催を予定していますので、皆さまのご参加をお待ちしています。
詳細については、10ページをご覧ください。

“出張専門相談会”を11月5日（土）六会公民館で開催！詳しくは、10ページをご覧ください。

ご予約は上記電話番号まで（簡単に相談内容を伺います）

藤沢市民とその家族、支援者など
藤沢市社会福祉協議会
1回45分間
各週①13：30～、②14：30～、
　　③15：30～
第1週 行政書士
第2週 弁護士
第3週 司法書士
第4週 税理士または社会福祉士

対　　象
場　　所
相談時間

担　　当

「成年後見制度」とは…

障がいのある
子どもの将来…
成年後見制度って
どうなのかな？

子どももおらず、自分の将来
のために成年後見制度を考え
ていった方がいいのかな…。

親に認知症がみ
られるようになっ
た。成年後見制
度を利用した方
がいいのかな？

参加者の感想
●  成年後見制度は難しいイメージがありましたが、とても分かりやす
　く説明していただいて助かりました。
●  子どもはまだ高校生なので先のこととなりますが、制度の利用につ
　いて家族でよく相談して考えていこうと思います。
●  自分の老後について考えるチャンスを得たのはとてもよかった。

オススメ講座

市 民 講 座

専 門 相 談

無 料

要予約

※オハナは左耳
　の切れ込みが
　特徴です。

令和4年度の
共同募金PR大使

オグロワラビーの
オハナ（メス）です！
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　新型コロナウイルス感染状況の長期化による地域活動の制限、経済活動への影響などにより、先の見えな
い深刻な状況が続く中、昨年度に引き続き、コロナ禍への対応を図るとともに事業計画に掲げる１１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。

令和3年度  事業報告

4.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

重点目標の取り組みの状況

❶ボランティアや地域福祉活動の担い手の育成
　ボランティア養成講座・交流
会はZOOMのウェビナー（配
信）機能を活用し、会場参加
とオンライン参加を合わせハ
イブリッド形式にて開催。
❷地域福祉活動団体への助成金制度の充実
　柔軟な助成の在り方についての検討チームを組織内に
設置。
❸専門性の高い福祉人材の養成
　介護職員初任者養成研修では、市内13社会福祉法人
との協力開催のもと、ZOOMの活用をはじめとする
新型コロナウイルス感染防止に配慮し、生活困窮者枠
を含め６名が受講し資格を取得した。

1.地域福祉を支える人材づくり

　１３地区ごとの生活ニーズの把握、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。コロナ禍の影響を踏まえ
た各地区の状況を協議体や関係機関・団体などとの連携
をはかり、地域の実情に基づき「つどう」「見守り」「健康増
進」などの身近な仕組みや活動への支援に取り組む。

2.生活支援の仕組みづくり

❶生活困窮者の自立支援関係事業の推進
　生活再建、自立の一助となるよう、食料や家電寄付品
の提供等を実施した。また、コロナ禍を背景とする相談
をとおして顕在化した生活課題への支援のほか、ゴー
ルデンウイークや年末年始の連休期間に相談専用フ
リーダイヤルを開設し、緊急食糧支援や少額貸付等の
一時的な支援をおこなった。
1リユース事業（家電等の再利用）

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）

　コミュニティソーシャルワーカーを中心に貸付やあんし
んセンター、相談支援等各セクション相互の連携を意識
し、各種相談支援機関との多機関連携の充実を図りなが
ら、重層的支援体制整備の本格実施に向けた話し合いを
行政担当課と重ねた。

3.包括的な相談支援体制の構築

❶コミュニティソーシャルワーカーによる相談支援及び
地域支援体制の充実
市内１３地区配置が２年目となり、個別相談支援及び地
域活動支援体制の拡大と充実を図った。

❷地域における相談支援ネットワークの構築
コロナ禍において非常に難しい状況であったが、
ZOOMなどを活用し、打ち合わせや会議、研修等を実
施。令和４年度以降改めて各相談窓口が連携した総合
的な相談支援ネットワークの構築を進めることとした。
❸重層的支援体制整備事業本格実施に向けての取り組み
　相談を受けた事業所が多機関連携のもと、解決に結び
つけるため、相談の中心となる包括的相談支援事業所
や相談支援機関を所管する行政担当課と情報共有、方
向性の確認をおこなった。

●新規相談件数    1,829件
●延べ相談件数  18,537件

　【地域支援活動実績】 ●地域活動等への参加支援  4,162回

　【相　談　実　績】

寄付品受入 50件（149品）寄付品提供 74件（126品）

依頼件数 69件

受入食品数
提供食品数

提 供 件 数2,465品
2,295品

442件

　犯罪や非行をした人が、再び過ちを犯
すことなく早期に更生できるよう、保護
司法に基づき、地域社会から選ばれ法務
大臣から委嘱された、無給・非常勤の国
家公務員が保護司です。
　わが国では、保護司や、更生保護施設
をはじめとする更生保護ボランティアと呼
ばれる人たちのほか、更生保護への理解
と協力の下、関係機関・団体と幅広い連携
によって更生保護は推進されています。

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

保護司さんの活動
知っていますか？ 

　住まいや仕事の相談など、対象者が
安心して地域で生活できるように、保
護司と地域とともに、市社協CSW等が
連携して、支援をおこなっています。

※藤沢市社会福祉協議会 地域福祉課 地域支援担当
　（ふじさわボランティアセンター）は、藤沢地区保護司
　会の事務局支援をおこなっています。

対象者
地域社会
に復帰

　私が保護司になったのは、同じ職場のOBの方
が保護司をされており、その方から「やってみない
か」と誘われたのがきっかけです。それまで、保護司
とはどういったことをするのかまったく知らなかっ
たのですが、地域に貢献したいという思いもあっ
て、そのまま引き受けたように記憶しています。
　仕事で青少年と接する機会も多かったのです
が、保護観察中の対象者と接するようになり、以
前は面接も保護司の自宅で実施していたことも
あって、家族には反対されたこともありました。
　これまで接してきた方の中には、自分が犯し
た罪と向き合い、将来やりたいことを話してくれ
る人もいました。中には職場に見に来てほしいと
言ってくれる方もいて、やりたいことのために真
面目に働く姿が印象的でした。

　犯した罪や、家族構成、生活環境などを総合
的に判断し、どのように更生していくかを考えな
がら、相手の話を聞き、対象に寄り添った支援を
心がけています。若い人たちとの会話や、さまざ
まな生活環境を知ることで今後の活動のために
なることがあり、日々勉強です。
　最近では保護司を題材とした映画が公開され
たり、多様な対象を包摂する「SDGs」のような言
葉も耳にするようになってきました。地域に住む
方も多様であり、障がいを持つ方や外国人の方
などのほかに、保護司が活動の対象とする方も
同じように暮らしています。保護司活動の啓発
とともに、多様な方々を支援する団体活動が、皆
さんの身近な場所でも活動していることを知っ
ていただければと思います。

現在、藤沢地区の保護司として活動されている吉田さんにお話を伺いました。

保 護 司 の 活 動 保護司の
吉田さん

市社協との関わり

対象者

保護司

地域市社協コミュニティ
ソーシャルワーカー（CSW）等

協力雇用主
●立ち直りの見守り
●存在の受け入れ

保護司
更生保護ボランティア
としての直接的支援

地域
理解と
協力

●BBS会（青年ボランティア）
●更生保護女性会（女性ボランティア）
非行をした少年たちの立ち直りの援助
などをおこなうボランティア団体

活
動
参
加
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委 員 会 意 見 の 一 部 を 紹 介

❶社会福祉法人による地域の公益的な取り組みの推進
　策定中の第４次藤沢市地域福祉活動計画が示す地域福
祉の推進目標を念頭に、社会福祉法人に求められる役
割や参加法人が連携して取り組むべきこと等の話し合い
を実施し、主な方向性として①災害時の地域拠点として
の役割、②子どもを地域で育てることへの支援、③社会的
な孤立や生きづらさを抱える方の支援、④社会福祉法人
の枠を超えた連携の推進とした。
❷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

5.関係機関や民間企業等との連携

❶セーフティーネット機能の維持
　市内の体制が充足していない障害福祉サービス事業の
推進に取り組んだ。 ホームヘルプサービスは、 新型コロ
ナウイルス感染症の影響で利用者が減少。 事業継続に向
けた体制の見直しを図った。
　【実績】

❷共生社会に向けた独自在宅サービスの推進
　公的サービスの対象とならない困難な生活課題を抱えて
いる世帯の、地域での生活を支援するための高齢・障
がいにこだわらないホームヘルプ自主事業のあり方を検
討し、試行的に実施した。

7.在宅福祉サービスセンター事業等への取り組み

❶成年後見制度等の相談機会及び利用支援機能の充実
　権利擁護相談機関として、あんしんセンター職員による
一般相談のほか、各専門職団体と連携した定例専門相
談、出張専門相談などを実施した。また、市民後見人養
成講座の開催、フォローアップ講座の開催、さらに市社
協が法人として後見活動に取り組むこと等により利用支
援の充実に努めた。
　【実績】

❷成年後見制度中核機関の運営
　権利擁護に係る地域連携の中核となる機関として、成年
後見制度等の利用促進に向けて普及啓発のためのパンフ
レットの配布や講師派遣をおこなうなど、判断能力が十分
でない方の支援に資するよう適切な事業運営に努めた。

6.権利擁護の推進

●食材の引き取り・提供回数
　36回（令和2年度：34回）
●提供団体数（延べ）
　178団体（令和2年度：140団体）
●配送ボランティア登録数
　6人（令和2年度：4人）

〈対　象〉市内在住で児童扶養手当の全額給付認定者
〈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１日～12月28日
〈申請件数〉１６４件

●あんしんセンター職員による相談支援　684件
●専門家による相談支援
　定例相談　64件
　出張相談　14件
●日常生活自立支援事業の利用支援 　６，２９７件
●市民後見人候補者バンク登録者　１１人
●法人後見受任件数　１１件

●ホームヘルプ事業利用者数　151人
●派遣回数（延べ）　9,943回
●計画作成実利用者数　77人

❸地区社会福祉協議会等との連携
　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。
１１月から１２月にかけて連絡協議会会長と第１・２層生活
支援コーディネーターが１３地区をまわりヒアリングを実
施した。

❷ひきこもり等社会参加事業の推進
　ひきこもりや生活困窮者、地域で孤立しがちな方を対
象に、社会参加のきっかけづくりを目的としたボラン
ティア活動や活動者同士が好きなことを共有する時間
と場の提供に取り組んだ。また、ひきこもりや不登校に
関する専門相談を月1回実施した。
　【活動実績】

　【専門相談実績】
　

❸子ども支援モデル事業の実施
　ひとり親世帯や障がい児世帯等への生活支援や子育
て支援等、児童及びその世帯の福祉増進を図るための
事業を試行的に実施した。

●実利用者数　20人
●延活動回数　587回
●主な活動内容
　イラスト作成、簡易作業、
　フードバンク食材整理 等

●相談者数（延べ）  32人

令和 4 年 9 月 1 日 市 社 協 ふ じ さ わ 第58号
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令和3年度  決算報告

支出

収入

収入合計 861,455,752円 支出合計 861,455,752円

居宅介護等事業
86,324,393円 次年度繰越

9,456,740円

在宅福祉事業 
24,328,979円 あんしんセンター事業

58,753,729円

老人福祉
センター事業
228,098,896円

地域福祉推進活動事業
454,493,015円 

●法人運営事業
  241,909,724円
●地域福祉推進事業
  3,891,077円

●地域の縁側事業
  3,907,883円

●援護事業
  4,031,964円

●福祉人材養成事業
  549,005円

●助成事業
  7,264,021円

●ボランティア活動
  推進事業
  7,385,518円

●資金貸付事業
  34,801,000円

●障がい福祉事業
  18,563,503円

●自立相談支援事業
  95,500,809円

●生活支援コーディ
  ネーター事業
  33,251,353円

●療養者等支援事業
  3,437,158円

受託金収入
455,824,392円

経常経費補助金収入 
228,421,281円

介護保険事業収入
41,448,268円

障がい福祉サービス等
事業収入　43,157,987円

事業収入
23,003,905円

貸付事業収入
29,531,500円

会費・寄付金収入
4,773,463円

その他  35,294,956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

8.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

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
コロナ禍における新しい生活様式に即したガイドライ
ンを状況に応じて見直し、感染予防の徹底を図りなが
ら活動室等の提供をおこなった。利用団体へのアン
ケート調査を市と準備していたが、コロナ禍の影響によ
り令和４年度におこなうこととした。

9.地域福祉活動センターの運営

　２０２２年度から２０２６年度までの６年間を計画期間とす
る第４次藤沢市地域福祉活動計画の策定に向けて委員
会を開催した。なお、コロナ禍の影響から、委員会時期の
変更や書面開催等、十分な意見交換の時間が取れないこ
とから、委員会の承認を受け２０２２年６月まで策定期間を
延長することとなった。

10.第４次藤沢市地域福祉活動計画の策定（新）

　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３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軸に各種取り組みを進めてい
る。今年度は、市社協の役割を想定した組織内体制の整
備に向けて内部検討チームを設置し、①発災時の職員参
集について、②職員の安否確認と連絡方法について、③
神奈川県社協や日赤、共同募金等との支援関係につい
て、④MCA無線機による通信訓練についてを確認した。

11.災害対応に向けた取り組みの推進

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
域の課題解決に向けたさまざまな要請に柔軟に対応するよ
うに努めた。また、藤沢市のコロナワクチン集団接種にお
ける会場提供や運営支援に積極的に協力し、ワクチン接種
が実施された。
【３センターの利用者数】

やすらぎ荘
湘南なぎさ荘
こぶし荘
合　　計

32,235人（令和2年度：14,470人）
26,247人（令和2年度：10,526人）
43,074人（令和2年度：17,486人）
101,556人（令和2年度：42,482人）

区　　分 令和3年度実績

❷福祉情報発信に関する取り組み
昨年度より運用している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に関し、福祉の事業所
及び市内の学校や地域の縁側事業など１，１７７件の登
録を行った。今後もさまざまな地域活動を掲載し、利便
性に配慮しながらコンテンツを育て、何度も訪問するサ
イト運営を目指す。



　新型コロナウイルス感染状況の長期化による地域活動の制限、経済活動への影響などにより、先の見えな
い深刻な状況が続く中、昨年度に引き続き、コロナ禍への対応を図るとともに事業計画に掲げる１１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。

令和3年度  事業報告

4.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

重点目標の取り組みの状況

❶ボランティアや地域福祉活動の担い手の育成
　ボランティア養成講座・交流
会はZOOMのウェビナー（配
信）機能を活用し、会場参加
とオンライン参加を合わせハ
イブリッド形式にて開催。
❷地域福祉活動団体への助成金制度の充実
　柔軟な助成の在り方についての検討チームを組織内に
設置。
❸専門性の高い福祉人材の養成
　介護職員初任者養成研修では、市内13社会福祉法人
との協力開催のもと、ZOOMの活用をはじめとする
新型コロナウイルス感染防止に配慮し、生活困窮者枠
を含め６名が受講し資格を取得した。

1.地域福祉を支える人材づくり

　１３地区ごとの生活ニーズの把握、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。コロナ禍の影響を踏まえ
た各地区の状況を協議体や関係機関・団体などとの連携
をはかり、地域の実情に基づき「つどう」「見守り」「健康増
進」などの身近な仕組みや活動への支援に取り組む。

2.生活支援の仕組みづくり

❶生活困窮者の自立支援関係事業の推進
　生活再建、自立の一助となるよう、食料や家電寄付品
の提供等を実施した。また、コロナ禍を背景とする相談
をとおして顕在化した生活課題への支援のほか、ゴー
ルデンウイークや年末年始の連休期間に相談専用フ
リーダイヤルを開設し、緊急食糧支援や少額貸付等の
一時的な支援をおこなった。
1リユース事業（家電等の再利用）

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）

　コミュニティソーシャルワーカーを中心に貸付やあんし
んセンター、相談支援等各セクション相互の連携を意識
し、各種相談支援機関との多機関連携の充実を図りなが
ら、重層的支援体制整備の本格実施に向けた話し合いを
行政担当課と重ねた。

3.包括的な相談支援体制の構築

❶コミュニティソーシャルワーカーによる相談支援及び
地域支援体制の充実
市内１３地区配置が２年目となり、個別相談支援及び地
域活動支援体制の拡大と充実を図った。

❷地域における相談支援ネットワークの構築
コロナ禍において非常に難しい状況であったが、
ZOOMなどを活用し、打ち合わせや会議、研修等を実
施。令和４年度以降改めて各相談窓口が連携した総合
的な相談支援ネットワークの構築を進めることとした。
❸重層的支援体制整備事業本格実施に向けての取り組み
　相談を受けた事業所が多機関連携のもと、解決に結び
つけるため、相談の中心となる包括的相談支援事業所
や相談支援機関を所管する行政担当課と情報共有、方
向性の確認をおこなった。

●新規相談件数    1,829件
●延べ相談件数  18,537件

　【地域支援活動実績】 ●地域活動等への参加支援  4,162回

　【相　談　実　績】

寄付品受入 50件（149品）寄付品提供 74件（126品）

依頼件数 69件

受入食品数
提供食品数

提 供 件 数2,465品
2,295品

442件

　犯罪や非行をした人が、再び過ちを犯
すことなく早期に更生できるよう、保護
司法に基づき、地域社会から選ばれ法務
大臣から委嘱された、無給・非常勤の国
家公務員が保護司です。
　わが国では、保護司や、更生保護施設
をはじめとする更生保護ボランティアと呼
ばれる人たちのほか、更生保護への理解
と協力の下、関係機関・団体と幅広い連携
によって更生保護は推進されています。

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

保護司さんの活動
知っていますか？ 

　住まいや仕事の相談など、対象者が
安心して地域で生活できるように、保
護司と地域とともに、市社協CSW等が
連携して、支援をおこなっています。

※藤沢市社会福祉協議会 地域福祉課 地域支援担当
　（ふじさわボランティアセンター）は、藤沢地区保護司
　会の事務局支援をおこなっています。

対象者
地域社会
に復帰

　私が保護司になったのは、同じ職場のOBの方
が保護司をされており、その方から「やってみない
か」と誘われたのがきっかけです。それまで、保護司
とはどういったことをするのかまったく知らなかっ
たのですが、地域に貢献したいという思いもあっ
て、そのまま引き受けたように記憶しています。
　仕事で青少年と接する機会も多かったのです
が、保護観察中の対象者と接するようになり、以
前は面接も保護司の自宅で実施していたことも
あって、家族には反対されたこともありました。
　これまで接してきた方の中には、自分が犯し
た罪と向き合い、将来やりたいことを話してくれ
る人もいました。中には職場に見に来てほしいと
言ってくれる方もいて、やりたいことのために真
面目に働く姿が印象的でした。

　犯した罪や、家族構成、生活環境などを総合
的に判断し、どのように更生していくかを考えな
がら、相手の話を聞き、対象に寄り添った支援を
心がけています。若い人たちとの会話や、さまざ
まな生活環境を知ることで今後の活動のために
なることがあり、日々勉強です。
　最近では保護司を題材とした映画が公開され
たり、多様な対象を包摂する「SDGs」のような言
葉も耳にするようになってきました。地域に住む
方も多様であり、障がいを持つ方や外国人の方
などのほかに、保護司が活動の対象とする方も
同じように暮らしています。保護司活動の啓発
とともに、多様な方々を支援する団体活動が、皆
さんの身近な場所でも活動していることを知っ
ていただければと思います。

現在、藤沢地区の保護司として活動されている吉田さんにお話を伺いました。

保 護 司 の 活 動 保護司の
吉田さん

市社協との関わり

対象者

保護司

地域市社協コミュニティ
ソーシャルワーカー（CSW）等

協力雇用主
●立ち直りの見守り
●存在の受け入れ

保護司
更生保護ボランティア
としての直接的支援

地域
理解と
協力

●BBS会（青年ボランティア）
●更生保護女性会（女性ボランティア）
非行をした少年たちの立ち直りの援助
などをおこなうボランティア団体

活
動
参
加
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　成年後見制度など権利擁護に関するご相談に専門家（行政書士、弁護士、司
法書士、税理士、社会福祉士）が応じる「専門相談会」を毎月第1～4週の水曜日
に開催しています。

共同募金運動 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。

　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。コロナ禍による社会的
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4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。

共同募金は“じぶんの町を良くするしくみ”

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暮らし
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。

　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。

年末たすけあい募金募金の種類
● 戸別募金
● 街頭募金
● 法人募金
● 学校募金
● 職域募金
● イベント募金
● その他の募金

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

※開催日時等の詳細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（9月～12月）
やすらぎ荘 こぶし荘湘南なぎさ荘

　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。詳しくは各センターにおたずねください。

◆ハーブソルト講座
◆介護予防トレーナー体操
◆健康づくり運動講座　◆水中運動入門講座
◆仏像講座　全2回　◆音楽体操講座
◆写経体験講座　◆元気アップ講座
◆癒しのランタン講座
◆健康朗読講座　全2回　◆寄せ植え講座
◆女性史講座　◆口腔ケア講座
◆バレエストレッチ講座
◆歴史講座　◆しめ飾り講座

やすらぎ祭
（10月1日・2日）

ハンドベルコンサート
（12月11日）

スポーツの秋・芸術の秋・読
書の秋と色々楽しめる季節な

ので講座・イベントも目白押し。こぶし荘で充実
した実りの秋にしてください。

四重奏コンサート
（10月2日）

◆健耕あらかると「なぎさで毎日体操」
　（開館日は毎日開催）
◆健耕アラカルト
　①脳活チャレンジ　②ふまねっと
◆健康づくり運動講座
◆アクアビクス講師と動こう！
　①骨盤底筋群体操
　②ちょっとハードな元気UP！エアロ
　③転倒予防エクササイズ
◆サークル共催事業・読んで楽しむ源氏物語
◆はぎれサロン　◆シニアリトミック
◆なぎさ de シニアトレジャー２
◆始めてみよう！なぎさ de アクア

◆やすらぎ体操（開館日は毎日開催）
◆輪踊り（月に1回実施）
◆エンディングノートを通して終活を考える
◆音楽体操講座
◆お口からはじめる健康生活
◆ふまねっと運動講座
◆健康づくり運動講座
◆なつかしい童謡・唱歌を歌いましょう　全２回
◆やすらぎ寄席
◆歴史講座　全4回
◆鎌倉殿の時代の寺と仏像
◆和紙でつくる来年の干支・兎のカレンダー
◆城めぐりⅡ　◆文学講座

「敬老の日のつどい」
日時：９月１９日（月・祝）

　「敬老の日のつどい」を２年ぶりに開催予定です。敬老の日にちなんで、９/１９（月・祝）・２１日（水）～
２５（日）はシルバーウイークとして浴室無料になります（要予約）。みんなで楽しく長寿を祝いましょう！

※湘南なぎさ荘ホームページにて動画配信中。 ※こぶし荘ホームページにて動画配信中。 ※やすらぎ荘ホームページにて動画配信中。 

※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。

〒251-0862藤沢市稲荷586
【お問い合わせ】 【お問い合わせ】 【お問い合わせ】

〒251-0037藤沢市鵠沼海岸6-17-7 〒252-0807藤沢市下土棚800-1

やすらぎ荘 湘南なぎさ荘 こぶし荘
電話 81-6068　FAX 83-4624 電話 36-2315　FAX 36-1171 電話 45-3121　FAX 45-3126

オススメイベントオススメイベントオススメイベント

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

認知症や障がい等により判断能力が十分でない方を法律的に保護する仕組みで、成年後
見人等がご本人に代わって財産管理や介護サービスの契約等をおこなうことにより、ご
本人の権利を守り、寄り添いながら生活を支援する制度です。

ふじさわあんしんセンターでは、より多くの方に成年後見制度を正しく理解していただき
適切な制度利用につながるよう、「市民講座」や「専門相談会」を開催しています。

　広く市民の皆さまに成年後見制度を知っていただくための啓発事業の一環
として、専門家の講師による市民向け講座をおこなっています（藤沢市委託）。
　近年は、老後に備えたさまざまな制度、障がいのある方やそのご家族を支
える制度等をテーマに、具体例を盛り込んだ講義内容で開催しました。
　今年度は10月に「ご本人の権利を守り生活を支援する制度のおはなし」
をテーマに開催を予定していますので、皆さまのご参加をお待ちしています。
詳細については、10ページをご覧ください。

“出張専門相談会”を11月5日（土）六会公民館で開催！詳しくは、10ページをご覧ください。

ご予約は上記電話番号まで（簡単に相談内容を伺います）

藤沢市民とその家族、支援者など
藤沢市社会福祉協議会
1回45分間
各週①13：30～、②14：30～、
　　③15：30～
第1週 行政書士
第2週 弁護士
第3週 司法書士
第4週 税理士または社会福祉士

対　　象
場　　所
相談時間

担　　当

「成年後見制度」とは…

障がいのある
子どもの将来…
成年後見制度って
どうなのかな？

子どももおらず、自分の将来
のために成年後見制度を考え
ていった方がいいのかな…。

親に認知症がみ
られるようになっ
た。成年後見制
度を利用した方
がいいのかな？

参加者の感想
●  成年後見制度は難しいイメージがありましたが、とても分かりやす
　く説明していただいて助かりました。
●  子どもはまだ高校生なので先のこととなりますが、制度の利用につ
　いて家族でよく相談して考えていこうと思います。
●  自分の老後について考えるチャンスを得たのはとてもよかった。

オススメ講座

市 民 講 座

専 門 相 談

無 料

要予約

※オハナは左耳
　の切れ込みが
　特徴です。

令和4年度の
共同募金PR大使

オグロワラビーの
オハナ（メス）です！
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　成年後見制度など権利擁護に関するご相談に専門家（行政書士、弁護士、司
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に開催しています。
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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。
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◆健康朗読講座　全2回　◆寄せ植え講座
◆女性史講座　◆口腔ケア講座
◆バレエストレッチ講座
◆歴史講座　◆しめ飾り講座

やすらぎ祭
（10月1日・2日）

ハンドベルコンサート
（12月11日）

スポーツの秋・芸術の秋・読
書の秋と色々楽しめる季節な

ので講座・イベントも目白押し。こぶし荘で充実
した実りの秋にしてください。

四重奏コンサート
（10月2日）

◆健耕あらかると「なぎさで毎日体操」
　（開館日は毎日開催）
◆健耕アラカルト
　①脳活チャレンジ　②ふまねっと
◆健康づくり運動講座
◆アクアビクス講師と動こう！
　①骨盤底筋群体操
　②ちょっとハードな元気UP！エアロ
　③転倒予防エクササイズ
◆サークル共催事業・読んで楽しむ源氏物語
◆はぎれサロン　◆シニアリトミック
◆なぎさ de シニアトレジャー２
◆始めてみよう！なぎさ de アクア

◆やすらぎ体操（開館日は毎日開催）
◆輪踊り（月に1回実施）
◆エンディングノートを通して終活を考える
◆音楽体操講座
◆お口からはじめる健康生活
◆ふまねっと運動講座
◆健康づくり運動講座
◆なつかしい童謡・唱歌を歌いましょう　全２回
◆やすらぎ寄席
◆歴史講座　全4回
◆鎌倉殿の時代の寺と仏像
◆和紙でつくる来年の干支・兎のカレンダー
◆城めぐりⅡ　◆文学講座

「敬老の日のつどい」
日時：９月１９日（月・祝）

　「敬老の日のつどい」を２年ぶりに開催予定です。敬老の日にちなんで、９/１９（月・祝）・２１日（水）～
２５（日）はシルバーウイークとして浴室無料になります（要予約）。みんなで楽しく長寿を祝いましょう！

※湘南なぎさ荘ホームページにて動画配信中。 ※こぶし荘ホームページにて動画配信中。 ※やすらぎ荘ホームページにて動画配信中。 

※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。
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見人等がご本人に代わって財産管理や介護サービスの契約等をおこなうことにより、ご
本人の権利を守り、寄り添いながら生活を支援する制度です。

ふじさわあんしんセンターでは、より多くの方に成年後見制度を正しく理解していただき
適切な制度利用につながるよう、「市民講座」や「専門相談会」を開催しています。

　広く市民の皆さまに成年後見制度を知っていただくための啓発事業の一環
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をテーマに開催を予定していますので、皆さまのご参加をお待ちしています。
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参加者の感想
●  成年後見制度は難しいイメージがありましたが、とても分かりやす
　く説明していただいて助かりました。
●  子どもはまだ高校生なので先のこととなりますが、制度の利用につ
　いて家族でよく相談して考えていこうと思います。
●  自分の老後について考えるチャンスを得たのはとてもよかった。
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第58 号 市 社 協 ふ じ さ わ 令和 4年 9月 1日
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vol.
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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

【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

賛助会員の紹介 （令和4年4月1日～令和4年7月31日） （順不同・敬称略）

明月　忠純
浅野　朝子
新堀　由男
菅原　智栄子
髙倉　亮一
髙橋　直江
田代　喜宣
玉野　由美子
中沢　訓子
深瀬　ミサ子

福原　高洋
山田　義髙
樹ケアサポート
移動サービスＷ.Ｃｏらら・むーぶ藤沢
おれんじリング湘南
片瀬地区福祉ボランティア・しおさい
シニアライフセラピー研究所
東幸湘南営業所
福祉クラブ生協オプティ茜
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
藤沢市市民後見人　ふたば会
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
養護老人ホーム湘風園
laule’a

●第4次藤沢市地域福祉活動計画スタート・・・・・・・・・・・・・2・3
●令和3年度 事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4～6
●令和3年度 決算報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
●ふじさわボランティアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

●ふじさわあんしんセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
●共同募金運動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
●いきいきシニアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
●ふれあい掲示板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

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

出 張 専 門 相 談 会成 年 後 見 制 度

日　時

場　所

申込み

対象者

相談員

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

１1月5日（土）
13時30分～16時30分
六会公民館
藤沢市民とその家族、
相談支援関係者等 6組
弁護士・社会福祉士（相談時間は1組45分） 
10月24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

無 料

要予約

成 年 後 見 制 度 市 民 講 座
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。
※ＦＡＸの場合、住所・氏名・電話番号・希望日を記入してください。

無 料

要予約

日　時

内　容

講　師

場　所

定　員
申込み

10月5日（水）・10月15日（土）
各日10時～12時（開場9時30分）
※両日とも同じ内容です。
藤沢市役所分庁舎2階活動室1・2
ご本人の権利を守り生活を支援する制度の
おはなし
弁護士 内嶋 順一氏
各日30名
9月21日（水）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

里 親 講 座 の 開 催

日　時
場　所

申込み
定　員

１１月２３日（水・祝）１０時～１２時
茅ヶ崎市役所 本庁舎４階 会議室１・２
（茅ヶ崎市茅ヶ崎１-１-１）
40名
１１月１６日（水）までに電話でお申し込みくだ
さい。（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 子ども支援第一課
電話0466-84-1600

無 料

要予約　里親の活動は、短期間から長期間、小さい子
から大きい子まで福祉施設の子どもたちの家庭
体験の場など幅広いものがあります。里親活動
に関心がある方のご参加をお待ちしています。

もっと知ってほしい里親制度

（主催）神奈川県中央児童相談所　（共催）茅ヶ崎市

　約２カ月後、いよいよ「ねんりんピックかながわ２０２２」が開
催となります。ゲートボールとソフトバレーボールの会場となる
県立スポーツセンター（善行）では、ふるまいや未病改善教室な
ど、どなたでも無料で楽しめるコーナーを
設置する予定です。大会期間中
はぜひ会場へお越しいただき、
全国から参加される選手への応
援をお願いします。

ふじキュン♡
ねんりんピックかながわ2022
藤沢市実行委員会事務局HP▶

Fujisawa（ふじさわ）
Fukushi（ふくし）
Fuku（ふく）がくる
の Fから生まれました

　　　　

藤沢市地域福祉活動計画の
キャラクター

「ふくちゃん」です。

イラスト：うに猫タコ

第4次藤沢市地域福祉活動計画
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

2022年度（令和4年度）～2027年度（令和9年度）
藤沢市地域福祉活動計画策定委員会

イラスト：サナエ

第
４
次
藤
沢
市

地
域
福
祉
活
動
計
画

が
で
き
ま
し
た
！

第４次藤沢市地域福祉活動計画冊子
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発行
お問い合わせ

社会福祉法人
藤沢市社会福祉協議会

〒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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