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皆さまの募金が地域活動

を支えています!!

１０月１日〜１２月３１日

じぶんの町を良くするしくみ

共同募金にご協力をお願いします
　共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな地域福祉の課題に取り組む民間団体を応
援する、「じぶんの町を良くするしくみ」として都道府県単位で取り組まれています。
　市社協では、皆さまからお預かりした共同募金を活用し、「認知症サポートヘルパー派遣事業」「身体障がい児・者ふれあい交
流事業」「小地域活動推進事業（※）」「広報等発行事業」等を行っています。
　※�「小地域活動推進事業」では、小地域による支え合い活動を推進するため、高齢者、子育て、障がいのミニサロン活動に対する助成金の交付やミニサロン

同士のネットワークづくりを行っています。

自動販売機で募金しよう !! 湘南ベルマーレも
共同募金を支援しています !!

　赤い羽根のロゴの入った社会貢献型自販機で
清涼飲料水などを購入すると、その売り上げの一
部がメーカーを通じて共同募金に寄付されます。
　現在、市内に６カ所、９台が設置されています。
設置場所は、大原保育園、ピュアキッズ大原ビッ
グハート、泉心荘、いせはら療養センター、伊勢
原シティプラザです。今年新たに、大原第二保
育園にも設置されました。昨年は８台で83,925
円が寄付されました。

　寄付金付き自動販売機の設置場所を募集しています。 
　社会貢献活動としてご検討ください。　詳しくは社協まで。

道灌まつりで

赤い羽根募金を行います!!

　　１０月５日（土）　 
マイティスポーツ前　午後２時〜
横浜銀行駐車場　午後２時45分〜

皆さまのご来場をお待ちしています!!

「ふれあい交流事業」
イチゴ狩りに行きました !!

「外国人向けサロン」
毎月第 1 火曜日に社協会議室で開催中

高齢者ミニサロン「中尾おばなの会」
月１回池端 3 地区自治会館で開催中

障がい者サロン　「茶和やかサロン」
毎月第 4 月曜日に社協会議室等で開催中

「東成瀬子育てサロン」
毎月第 3 木曜日に
成瀬コミュニティ－センターで開催中
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【回収枚数】
書き損じハガキ　3,046枚
未使用切手　　　 320枚

障害者支援施設  みどり園／清川ホーム
認可保育所  伊勢原ふたば保育園／本厚木ふたば保育園
就労継続支援Ｂ型事業所  つくし／アトリエ ヴェルデ
相談支援事業所  つくし相談室／グループホーム  げんき家

緑友会

社会福祉法人  緑 友 会
地域への貢献地域への貢献能力発揮と安定能力発揮と安定お客様第一主義お客様第一主義

広告 広告広告

広がれ地域のつながり、たすけあいの輪

市社協の新しい取り組み
放課後児童見守り事業「なるっ子」

書き損じハガキ等回収事業

外国人向けサロン

　共働き世帯等の増加により、伊勢原市でも児童コミュニティクラブの申込者が多く、希望してい
る全ての児童の利用が困難となっている現状があります。
　特に、成瀬小学校地区では、児童数が増加しており、高学年の児童が児童コミュニティクラブを
利用しにくい状況となっています。
　そこで、成瀬地区の民生委員児童委員と地域ボランティアの協力を得て、毎週金曜日の午後２時
から午後５時まで（季節により変更します）、成瀬公民館にフリースペースを設けることにしました。
　対象は、４年生以上の成瀬小学校に通う児童で、利用登録後は、自由に参加することができます。
大人の目があるところで、自由に過ごした後は、方面別５つのコースに分かれて、大人が付き添い、
自宅近くまで下校します。

「なるっ子」利用者募集中!!

【下校コース】�①近藤自転車店　②尾折越南公園　③小田急ガード下　④中南信用金庫前
⑤寿経寺入口

利用料は無料です。利用希望者は事前に申込書を市社協に提出してください。
※申込用紙はホームページからダウンロードできます。

Gathering space for foreign babies and toddlers.
Every first Tuesday of the month 10:00-11:30 at meeting room of Isehara City Plaza 1F.
Come with your kids and enjoy communication with others! We have Japanese staff. 
Admission free. No booking needed. 
……………………………………………………………………………………………………………

Salon chăm sóc trẻ em cho người nước ngoài Thứ ba đầu tiên hàng tháng từ 10:00 〜 11:30 
Isehara City Plaza 1F, cuộc họp Chúng tôi muốn bạn tận hưởng với trẻ em và các bậc cha mẹ 
khác như thông tin. Có phòng hội thảo xã hội trao đổi nhân viên Nhật Bản Miễn phí

（上記緑枠内、上段英語、下段ベトナム語での案内です）
　市内に居住する外国人の増加に伴い、市社協でも、外国人世帯への生活支援や、子どもへの絵本の読み聞かせ等の支援の相談をお受けすることがあります。市
内に住む、外国人の子育て世帯の情報交換や、同じ悩みを抱えるもの同士の交流の場になればと、伊勢原インターナショナルクラブの協力を得て、外国人向け
のサロンを実施することになりました。 毎月第１火曜日、午前１０時から午前11時30分まで伊勢原シティプラザ１階社協会議室で開催しています。

　善意銀行は、「誰かに使って欲しいけど、どこの誰に渡したらよいかわからない…。」このような皆さまの気持ちからお預かりした金品を、市社協でお預かりし、
地域の福祉団体等にお配りする仕組みです。
　寄託金は、地域で行われる活動の資金として、配分委員会を経て、地域福祉団体に配分されます。昨年度は、被災地支援と福祉教育のための行事や地域交流
事業の開催のための費用として配分を行いました。（※今年度の配分申請は、12月頃を予定しています）
　寄託品は、お菓子、タオル、雑巾、車椅子等をお預かりし、高齢者施設、障がい者施設、保育施設、子育て支援事業、高齢者ミニサロン等に配分を行っています。

善意銀行 〜皆さまのあたたかいお気持ちを地域に届けます〜

　書き損じハガキや金額の変わってしまった未使用の切手等を回収し、郵
便局で切手シートに交換した後、換金して、善意銀行に寄付するしくみで
す。平成30年1月に事業を開始し、令和元年7月に初めて換金を行いました。

※ 回収箱設置場所は、いせはらシティプラザロビー・各公民館・
　市民活動サポートセンターです。

引き続き、ご協力をお願いいたします!!

【切手シート交換数】
82円普通切手　2,000枚

【換金額】

139,400円

特定非常災害被災地ボランティア活動を支援します!!
　善意銀行の財源を活用し、今後、発生した特定非常災害に対して、被災地で
ボランティア活動を行った個人や団体に、ボランティア活動保険代、交通費の
一部を助成します。
　善意銀行への寄付が、被災地を支援することにつながるようになりました。

令和元年６月16日から９月10日までにご寄付をいただいた方をご
紹介させていただきます。 ※敬称略・順不同（　）内は回数　　

【寄託金】青柳貞德・世界平和統一家庭連合
日本発条労働組合厚木支部・
グリーンフォーラムいせはら 

【寄託品】小旛康弘（2）・たくみ・匿名（2）
【内　訳】お菓子・古布・おもちゃ
　令和元年度累計　　寄託金　299,316円　　寄託品　9件
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広告

伊勢原市下落合29-1

広告広告
生涯現役！会員募集中！
あなたの知識と経験を
地域で活かしてみませんか？
60歳以上の元気で働く意欲のある方を
お待ちしています。
入会説明会（毎月１回）へ
ぜひお越しください。（要予約）

【お問い合わせ】
公益社団法人 伊勢原市シルバー人材センター
☎0463（92）8801

令和元年９月 10 日現在
口数 計

正会員 18,815 口 5,644,795 円

賛助会員 2,180 口 2,180,000 円

特別賛助会員 288 口 1,440,000 円

総　計 21,901 口 9,264,795 円

正会員
（個人）

1 口 300 円

賛助会員
（個人・施設等）
1 口 1,000 円

特別賛助会員
（個人・法人等）
1 口 5,000 円

伊勢原市社会福祉協議会会長表彰及び感謝

令和元年度社会福祉協議会会員募集中間報告

生活福祉資金貸し付け相談のご案内

　令和元年９月13日に伊勢原シティプラザふれあいホールにおいて、伊勢原市社会福祉協議会功労者表彰式が開催され、社会福祉活動
に貢献された方々へ表彰状および感謝状の贈呈を行いました。 ※敬称略･順不同

《伊勢原市社会福祉協議会会長表彰》
▼特別賛助会員…特別賛助会員として長年多額の支援をしていただいた方
　　榎本ミサ子・比企野小児科医院

▼社会福祉推進活動･･･10年以上ボランティア活動されている方及び団体
　　 岩崎たつ子・瀬戸孝治・岡㟢陽子・亀井久美・熊澤壽恵乃・高松京子・坂野ムツ子・坂間洋子・石川勝栄・

近藤智子・金子晶子・仲昌代・坂口圭子・小島三郎・小野寺悦子・岩﨑ふみ子・大橋克江・加藤夏夫・水野市男・
藤田久夫・田中孝子・小菅哲雄

　　伊勢原市シルバーボランティアサークル・手話ダンス伊勢原・ミニサロン白金山

《伊勢原市社会福祉協議会会長感謝》
▼社協会員募集にご尽力いただいた方
　　 和田新一

特別賛助会員のご紹介

　令和元年９月10日までに、特別賛助会員としてご加入いただきました法人
等をご紹介させていただきます。なお、個人でも多くの方々にご加入いただい
ておりますが、個人情報保護の関係から掲載は控えさせていただきます。

会員種別

【４口】伊勢原市手をつなぐ育成会　　　　　　　　 ※敬称略・順不同・㈱、㈲等は省略
【２口】 アート・エス、アマダホールディングス、荒川米店、伊勢原市保護司会、伊勢原ひかり幼稚園、宇都宮螺子、エル･エム･ヴィ、大原福祉会、光明院、小島ラ

ベル印刷、ジェイエーエス、思親会、センチュリーハウジング、洞昌院、野地医院、濱田精麦、ひまわり、富士
【１口】 アースロック、秋澤医院、厚木瓦斯、アトリエヴェルデ、伊勢原ファミリア、伊勢原愛児園、伊勢原協同病院、伊勢原こばと保育所、伊勢原日向病院、伊勢

原ふたば保育園、伊勢原まごころクリニック、稲葉会、井上医院、ウェルエイジ、エィチ･ビーアンドシー、エム･ケー観光、梶山内科クリニック、柏木牧場、
カナキン、神奈中タクシーホールディングス、川本製作所、協和精麦、クラウンパッケージ、桜台こどもクリニック、佐藤販売、三光寺、重田酒店、下川原
工務店、昭和電工パッケージング、すこやか園、須藤医院、誠知クリニック、蔵福寺、ダイカン、ダニエル、地域福祉を考える会、中栄信用金庫伊勢原南口店、
中央マドカ幼稚園、長龍寺、つくし、つくし相談室、鶴見コンクリート、東海教育産業、　なるせ保育園、南蓮寺、花小代、ばんしょう、比企野小児科医院、
平塚信用金庫伊勢原支店、ほほえみの丘、堀内鉄筋工業、みどり園、山田建材、ライクケアネクスト、緑友会、林台保育園、蓮華寺

　福祉資金は、低所得者世帯、障がい者や高齢者世帯などに対し、資金の貸し付けと民生委員による必要な援助を行うことによって、その世
帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とした制度です。公的な貸付制度という特性から、他から借り入れができる方はそちらが優先
となります。また、原則として連帯保証人が必要です。
　貸し付けに関しては、返済計画を含め、事前に十分なご相談をさせていただきます。ご相談は、市社協に事前連絡の上、ご来所ください。

貸し付けの種類等
福祉資金 不動産担保型生活資金
冠婚葬祭経費、住居の移転経費、福祉用具の購入経費、就職・技能習得経費、災害を
受けたことにより臨時的に必要な経費、障がい者用自動車の購入に必要な経費等  
○貸付限度額　50万円〜580万円（資金の種類による）

現に居住する不動産を担保として生活費を貸し付けします。
（低所得の高齢者世帯）

教育支援資金
学校教育法に定められた高等学校、大学などへの進学や通学に必要な経費。※原則、修学者を借受人とします。

【教育支援費】就学に必要な経費  ○貸付限度額　3万5千円から6万5千円まで/月
【就学支度費】入学に必要な経費  ○貸付限度額　50万円

●原則、生活困窮者自立支援法制度の自立相談支援事業（伊勢原市役所が相談窓口）の利用が必要な貸し付け

総合支援資金 緊急小口資金

失業などにより日常生活全般に困難を抱えた世帯に対し、その自立に向けた生活を支
援するため、生活費などの貸し付けを行います。（年齢要件あり）
○貸付限度額　①生活支援費　単身15万円/月　2人以上世帯20万円/月
　　　　　　　②住宅入居費　40万円　③一時生活再建費　60万円

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける
少額の費用  ○貸付限度額　10万円
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　老人福祉センター阿夫利荘で開催している「趣味の教室」の参加
者を追加募集します。
　阿夫利荘までは伊勢原駅南口とシティプラザ
から無料送迎バスを運行しています。
受講期間：令和元年10月から令和２年３月まで
対　　象：市内在住の60歳以上の方
参�加�費�：１教室　750円
　　　　　その他、教室により別途材料費等の負担あり
場　　所：老人福祉センター阿夫利荘（大山194）
問い合わせ・申し込み：老人福祉センター阿夫利荘　☎93-1006

日　時：全３回
　　第１日目　10月10日（木）午後１時〜午後３時10分
　　第２日目　10月17日（木）午後１時〜午後４時30分
　　第３日目　10月24日（木）午後１時〜午後４時30分
会　場：伊勢原シティプラザ１階社協会議室
対　象：市内在住でボランティア活動に関心のある方
定　員：20人（申し込み順）
参加費：500円（資料代など）
主　催：精神保健福祉ボランティア「あいぽっけ」
申し込み：市社協に電話またはFAX
※FAXの場合、講座名・氏名・住所・電話番号を記入して送信

　プロから料理を教わり、子ど
もたちが中心になって作り、み
んなで食べよう。

日　程：10月13日（日）
　　　　11月 3日（日）
時　間：午前11時〜午後２時頃
場　所：料理　天（sora）
　　　　伊勢原1-11-22
対　象：小学４年生〜高校生
定　員：15人
参加費：無料

日程：10月24日（木）
時間：午前10時〜正午
場所：伊勢原シティプラザ
　　　ふれあいホール
内容：子どもとの関わり方
講師：榊原明美氏（臨床心理士・保育士）
定員：20人
※申し込みは10月15日（火）まで

主催：認定NPO法人
　　　地域福祉を考える会
申し込み・問い合わせ：
　　　平日午前９時〜午後４時30分
　　　電話・FAX　95-6665

　地域福祉活動を行う団体（市民による自主的で、営利目的でないも
の）が行う公益的な活動に対し、経費の一部を助成します。
　新規立ち上げ、事業の拡大、団体の記念行事の経費や10人以上で
被災地ボランティアに行く場合などの経費が対象となります。
　来年度の事業でこれらを予定している団体は、ぜひご相談ください。

　対象となる団体、活動、経費などの詳細は12月頃に社協窓口や
公民館等で配布するチラシ、社協ホームページでご案内します。

　自分がもし意思を伝えることが難しくなったとき、またはもしも
のことがあったとき、どのようなことで困る可能性があるのか、家
族に迷惑をかけないためには何をしておくとよいのか、誰もが心配
に思うことではないでしょうか。
　この講演会では、「相続」「遺言」の基本を司法書士がわかりやす
くお話します。また、最近耳にする「エンディングノート」につい
てもご紹介します。ぜひご参加ください。
講　師：公益社団法人
　　　　成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部
　　　　司法書士　田村雄二　氏
日　時：令和元年11月19日（火）
　　　　午後２時〜午後４時（受け付け：午後１時30分〜）
場　所：伊勢原シティプラザ1階ふれあいホール
対　象：市内在住、在勤、在学の方100人（申込順）
参加費：無料
申込み：市社協に電話またはFAX
※�FAXの場合、講演会名、氏名、電話番号を
記入し送信してください。

　相続税・贈与税・親族後見人等が行う成年後見対象者の確定申告
などのご相談に応じます。
日　時：第１回目：令和元年12月13日（金）
　　　　第２回目：令和２年２月14日（金）
　　　　午後１時〜午後３時　
　　　　※相談時間は40分以内（事前予約制）
場　所：伊勢原シティプラザ１階社協相談室
対　象：市内在住の65歳以上の方、
　　　　障がい者（児）およびその親族等
申し込み：市社協に電話

随時、書類選考または面接の上、採用を決定いたします。
嘱託職員（社会福祉士）
【職種・業務内容】
　事務職（常勤職員）　地域福祉の推進に関する業務
【受験資格】（次のいずれにも該当する人）
　①社会福祉士の資格を有する人　�②普通自動車免許を有する人
【雇用条件】
　嘱託職員（1年契約・予算、勤務成績等により更新可）
【勤務日及び時間】
　週５日（月曜日〜金曜日）　午前８時30分〜午後５時15分
　※状況により時間外勤務、休日出勤あり。

教室名 曜日 時間 募集人数
陶芸 第３水曜日 10:00〜15:00 10人

レクダンス 第３水曜日 10:30〜12:00 15人
民踊 第３水曜日 13:00〜15:00 15人

フラダンス 第４火曜日 10:30〜12:30 25人
詩吟 第４金曜日 10:30〜15:00 20人

趣味の教室 追加募集

精神保健福祉ボランティア基礎講座

子ども食堂
天(sora)キッチン

子育てひろばきらきら
サポーター養成講座

令和２年度「善意銀行配分金申請」のご案内

自分や家族が困らないための老い支度セミナー

「知っておきたい相続・遺言の基礎知識」

高齢者・障がい者の無料税務相談のご案内

伊勢原市社会福祉協議会嘱託職員（社会福祉士）募集のお知らせ

処遇及び申し込み方法等の詳細は、
市社協窓口で配布する募集要項またはホームページでご確認ください。

団体からのお知らせ

【配分申請の例】
・自治会の見守り活動のユニフォーム代として
・ミニサロン活動の10周年式典で講演会をする際の経費として
・�子育てサークルの参加者を拡大するための広報誌の作成経費
として


