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この広報紙は共同募金の配分金を財源に発行しています。

いろいろな寄付のカタチ ・ 寄託金：33件 984,200円　・ 寄託品：51件（お菓子、お米、洗剤、タオル等）

❶ 直接社協に持参する　 ❷ 「書き損じハガキ」や
「未使用切手」を 近くの
回収ボックスへ入れる

❸ 使途を指定した寄付
「子どもを支援する事業に」や「障がい者を支
援する事業に」など使途を指定して寄付するこ
とも可能です。

　書き損じハガキは郵便局で新しい切手に交換
し、未使用切手と一緒に換金後、善意銀行の寄
託金として活用されます。

　ブックオフが実施している新しい寄付のカタチ「キモチと。」に参加しています。
　ご利用手順は簡単です。

❶家にある不用品を段ボールに詰めて申し込みをする。
　申込みフォーム（市社協HP キモチと。バナーからアクセス） QRコード▶
　※ネットでの申し込みが難しい場合は、市社協へご相談ください。

❷申し込みの際に指定した日時に、運送業者が集荷にうかがいます。
❸送った品物がブックオフにて査定され、全額が市社協の善意銀行へ寄付されます。
❹寄付の確認後（１～２カ月後）に受領書をお送りします。
　※買取基準等は、市社協HPをご確認ください。

あなたの善意が誰かの笑顔につながっています！
善意銀行を知っていますか？
善意銀行は、「寄付をしたい」「何かに役立てて欲しい」そのようなお気持ちから寄せられた金品を
お預かりし、市内のさまざまな福祉活動に配分・活用されています。

　お預かりした金品を活用し、令和４年度は食料等の配分会を３回(注)

実施しました。
(注) 大学生生活応援配分会（6月）・子育て世帯生活応援配分会（7月・12月）

　配分会に併せて実施したフードドライブにも、たくさんの寄付をい
ただきました。個人の方だけでなく、市内の企業から、災害備蓄用食
料の寄付や、社内で呼びかけをし寄付物品を集めていただくなど、多
くの方の善意で配分会を実施することができました。

生活応援配分会

　賞味期限のある食品や、お預かりした物品は、市内の福祉施設、
ミニサロンや子ども食堂などを実施しているボランティア団体な
どに配分しています。

寄付品の活用

　寄付金は、住民同士の地域交流の場づくり、地域の見守り・支え合い活動、災害
時に備える活動等へ配分しています。
　配分に当っては、毎年、希望団体を募り、審査(注)を行なった上、配分しています。
（注）伊勢原市社会福祉協議会善意銀行寄託金配分要綱の規定に基づき、配分委員会を設置し、審査を
行っています。

善意銀行配分金

令和３年度　善意銀行実績

※来所前に「善意銀行への寄付の件です」と
　お電話ください。

回収ボックス設置場所

例えば、

伊勢原シティプラザ（ロビー）、
市内各公民館

※市社協では、一時的に車いすが必要な方へ
　貸出しを行っています。

※受け入れが可能な物品か迷ったときは、
　市社協までお問い合わせください。

先日は、車いすの寄付
と、車いすの修理に使っ
てほしいと金銭の寄付
をいただきました。

寄付いただけるもの 寄付いただけないもの

・開封済みの衛生用品（オムツ等）

・古着　・大型家具、家電

・冷蔵、冷凍が必要な生鮮食品

・金銭
 ※小銭も大歓迎です！
・物品
 （紙おむつ等介護用品、
 市内中学校の制服、未使用の衣類、
 タオル等日用品、おもちゃ、
 未使用の文房具、お米、お菓子等）

❹ 「古本」や「CD、DVD」「ゲーム機器」など、家に
眠っている不用品を段ボールに詰めて送る



特別養護老人ホーム（従来型50床・ユニット型50床）、通所介護、
短期入所生活介護、訪問介護、居宅介護支援、伊勢原西部
包括支援センター

社会福祉法人泉心会　高齢者総合支援センター泉心荘
伊勢原市三ノ宮511-1　電話 0463-92-6722
https://senshinso.or.jp/

私たちは、介護サービスを
とおして高齢者の豊かな生
活の実現を目指します

広告

緑友会

社会福祉法人  緑 友 会
広告

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          

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

伊勢原市小稲葉1281  
電話 0463-96-4178  

全室個室のユニット型
随時、入居申込受付中 
※相談予約はお電話で 
（相談・入居は土日対応も可） 

湘南けやきの郷

広告
Instagram
発信して
います

伊勢原市小稲葉1281  
電話 0463-96-4178  

全室個室のユニット型
随時、入居申込受付中 
※相談予約はお電話で 
（相談・入居は土日対応も可） 

湘南けやきの郷

広告
Instagram
発信して
います

成年後見・権利擁護推進センター

　市民後見人は、市民後見人養成課程を修了し、家庭裁判所から選任されて成年後見活動を
しています。一定の知識と実務経験を備えながら、被後見人と同じ地域に暮らす市民として寄
り添う、成年後見制度の新たな担い手です。
　市内で実際に活動中の髙島さんに、市民後見人の活動について聞いてみました！

　伊勢原育ち。趣味はライブ鑑賞。元民生委員、現在は介護施設パートタイム職員。優しい
性格とよく言われますが、自称なかなかの頑固者。

　市民後見人養成講座で学んだ知識や自分の人生経験を活か
して、地域で困っている方の役に立つことができているのでは
ないかと感じています。
　嬉しかったことは、特技の手芸がご本人とのコミュニケー
ションの一助になったことです。コロナ禍でなかなか面会がで
きない間、毎年の干支のマスコットを作ってみせたところ、ご本
人にとても喜んでいただけました。市民後見人となって本当に
良かったと思いました。
　昔のご近所づきあいみたいに、味噌や醤油の貸し借りのよう
な感覚で、被後見人と市民後見人が地域で支え合っていけるよ
うになったらいいなと思います。

　令和４年９月１３日から令和５年１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。　　　　　　※敬称略・順不同・㈱㈲等は省略 

社協特別賛助会員のご紹介社協特別賛助会員のご紹介

令和４年度社会福祉協議会会員募集中間報告

－税制の特典－

　市社協は、社会福祉法の規定に基づく地域福祉の推進役として、多様化した地域の生活課題の解決に向け、住民の皆さまの協力を得
て、各種事業を実施しています。市民の皆さま方のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

　市社協では税額特別控除対象法人
の証明を受けていますので、賛助会
費、特別賛助会費は、所得税法上の寄
付金控除あるいは税額控除のいずれ
か希望する方法を選択することができ
ます。また、法人については、法人税法
上の損金算入ができます。

　最初から市民後見人になろ
うと思っていたわけではありま
せんでした。まずは我が事とし
て興味を持ち、市民後見人養成
課程に参加したり、介護施設で
働くなかで市民後見人を必要と
している方がいらっしゃること
がわかって、それならやってみ
ようかなという気持ちになりま
した。

髙島 章子さんプロフィール

市民後見人を目指したきっかけを教えてください 市民後見人のやりがい、嬉しかったことはありますか？

活躍しています！市民後見人　髙島 章子さん

【特別賛助会費　２口】 【特別賛助会費　１口】

大山

成瀬

子　易

高　森

下糟屋

龍泉寺

成瀬幼稚園

なるせ保育園

伊勢原市保護司会団体

地域 町名 会員名

伊勢原北

比々多

成　瀬

伊勢原

鈴　川

見附島

井上医院

宇都宮螺子

中和工建

地域 町名 会員名

（令和５年１月１０日現在）

口　数

会員数

合　計

18,233口

18,203人

5,469,900円

1,926口

1,651人

1,926,000円

325口

254人

1,625,000円

20,484口

20,108人

9,020,900円

合　計特別賛助会員賛助会員正会員

会費は何口でもご加入いただけます。 

１口 ３００円
１口 １,０００円
１口 ５,０００円

正会員（個人）
賛助会員（個人・施設等）
特別賛助会員（個人・法人等）

＜ 会員種別 ＞

この広報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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第111号い せ は ら 社 協 だ よ り

この広報紙は共同募金の配分金を財源に発行しています。

令和5年（ 年） 2月1日（３）2023

※敬称略・順不同

第４５回神奈川県福祉作文コンクール
　本年度は、県内の小・中学校合わせて１７７校５，６１１編の作文が寄せられ、令和４年１２月１０日神奈川県社会福祉センターにて
表彰式が開催されました。伊勢原市からは、６人の方が入選されました。

伊勢原市立比々多小学校  ６年　山本　伊吹優秀賞小学生の部
伊勢原市立山王中学校　 ３年　原　樹　　　　　伊勢原市立伊勢原中学校　３年　古郡　華準優秀賞
伊勢原市立成瀬中学校　 ３年　須藤　寿友　　　伊勢原市立山王中学校　　３年　岩間　堅之丞優秀賞

伊勢原市立伊勢原中学校　１年　辻本　耀清最優秀賞（神奈川県教育長賞）中学生の部

神奈川県福祉大会
　令和４年11月９日神奈川県立音楽堂にて、代表者のみ参加の縮小開催となりましたが、今年度も本市から多くの方が受賞されました。

（１）永年勤続功労者
　みどり園　杉﨑　秋仁 清川ホーム　押田　隆則
（２）ボランティア功労者
　淺井　惠子 飯塚　礼子 石井　尚子 石川　勝栄　　亀井　鍈子
　亀村　正子 北村　修子 後藤　元子 近藤　智子　　齋藤　美年子
　坂間　洋子 塩田　愛子 志村　富美子 鈴木　久惠　　田中　洋子
　德勝　　子 能條　キク江　　松澤　満江 三好　久子

神奈川県社会福祉協議会会長感謝
（１）永年勤続功労者
　民生委員児童委員 綾部　益美  小関　則男
　すこやか園 石川　恵子 大豆生田　浩子 小俣　彩
　伊勢原ふたば保育園 田村　憲一郎 藤木　佐惠子
（２）ボランティア功労団体
　あかね台ミニサロン

神奈川県社会福祉協議会会長表彰

共同募金運動功労者表彰
　今井　洋一

神奈川県知事表彰（共同募金運動関係）
神奈川県社会福祉関係者等表彰
　すこやか園　矢野　健作 みどり園　小澤　健

神奈川県知事表彰（社会福祉関係）

伊勢原市社会福祉協議会表彰式
　令和４年１０月２１日にふれあいホールにて実施され、受賞者の方へ本会会長より表彰状及び感謝状が贈呈されました。

　皆さまのご協力ありがとうございました。赤い羽根募金は県内の福祉団体等に配分され、年末たすけあい募金は、市内の低所得世帯への援護金やサロン活
動の助成金などに活用されています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

伊勢原市社会福祉協議会会長表彰

ボランティア活動（10年以上ボランティア活動をされている方）
飯島　ユキ子 杉本　良子 石井　久惠 長野　美智子 小泉　好子 三栖　繁子 大箭　みよ子 髙橋　恒通 佐藤　一夫
今村　たみ子 佐藤　巧眞 瀧澤　久美子 田中　綾子 望月　康佑 吉種　孝紘 松倉　三千夫 甲　和子 河口　久美子
猿渡　雅之 西宮　昌 赤羽　栄子 鳥海　あき子 鄭　霞華 今島　哲生 大類　由美子 渋井　絢子 あかね台ミニサロン

伊勢原市社会福祉協議会会長感謝（社協会員募集運動にご尽力いただいた方）
ベルク伊勢原白根店 伊坂　由貴子 松田　敦子 浅田　信男 志村　利彦 　園　忠生

共同募金にご協力ありがとうございました!!共同募金にご協力ありがとうございました!!共同募金にご協力ありがとうございました!!共同募金にご協力ありがとうございました!!

今年度、新たにご協力いただいた企業
株式会社クボテック 様
　伊勢原駅で実施した年末たすけあい街頭募金にご協力いただきました。
その他、たくさんの企業・団体にご協力をいただいております。
　皆さまのご協力ありがとうございました。

年
末

合計

合計

6,430,521

5,240,173

72,015

26,788

377,650

95,869

33,739

152,785

29,188

151,761

954,615

41,379

4,780,966

4,771,591

211,536

－

その他

その他

校内募金

校内募金

職域募金

職域募金

街頭募金

街頭募金

個人大口募金

個人大口募金

法人募金

法人募金

戸別募金

戸別募金

赤
い
羽
根

街頭募金の様子

（令和５年１月10日現在）

（単位：円）
伊勢原市公式イメージキャラクター

クルリン

社会福祉推進活動（民生委員・保護司として10年以上活動されている方）
小関　則男 綾部　益美

特別賛助会員（特別賛助会員として長年支援をいただいている方）
潮　清子 髙平　清 伊勢吉鳥居薬品株式会社 伊勢原土地株式会社 株式会社神奈川県農協情報センター
株式会社相模商会 立花食堂 守屋税務事務所 鶴見コンクリート株式会社 有限会社マイティースポーツ 

見積もり
相談無料

販促グッズ販促グッズ
提案します。提案します。

企画デザインから納品まで
エコバッグ、マイボトル、タンブラー
防災グッズ、のぼり旗、タペストリー
横断幕、記念品、ノベルティ ほか

広告

伊勢原編集室までお気軽に ☎0463-77-33317

HAPPYAN N I V E R SA
R Y

Thanks to Your Cooperation!

広告

伊勢原市下落合29-1
〒243-0021

損害保険

神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー24階
TEL:046-230-5770

広告



善意銀行に寄付をありがとうございました

市社協からのお知 らせ市社協からのお知 らせ

令和４年度実績（累計）　・ 寄託金 44件 1,051,951円　・ 寄託品 50件（お菓子、米、備蓄用食料品、手作りの巾着袋、タオル 等）

　善意銀行（１面参照）へ、たくさんの寄付をいただいております。
　令和４年９月２日から令和５年１月10日までに寄付いただいた方を紹介させていただきます。　※順不同・敬称略

【寄託金】南雲正勝(４)、秋山順造(３)、青柳貞德、(旧)伊勢原福祉のまちづくりを進める会、一般社団法人伊勢原市建設業
協会、神奈川土建伊勢原分会、レッドリボンいせはら、学校法人信愛学園認定こども園伊勢原幼稚園、匿名(６)

【寄託品】小旛康弘(３)、茂木友子(２)、田上早苗、伊勢原市環境美化センター、株式会社クボテック、学校法人向上学園向上
高等学校なおき会、伊勢原市手話サークルやまぶき会、成瀬地区民生委員児童委員協議会、西沼目自主防災会、匿名(１２)

レッドリボンいせはら

株式会社クボテック 西沼目自主防災会

いせはら災害ボランティアセンターからのお知らせ
令和４年度災害ボランティア
研修会　参加者募集

普通救命講習会　参加者募集

障がいのある人の暮らしを考える講演会
～意思決定支援と成年後見制度～

　「障がいがあるから」といって周りが決めてしまうことを当たり前に思うのではなく、
障がいがあっても意思決定しながら尊厳をもって暮らしていくことの重要性を認識す
ることが必要です。この講演会では、「意思決定支援」のあり方について学ぶと同時に、
障がい者の親亡き後の備えとして「成年後見制度」について講師にお話いただきます。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止となる場合があります。中止の場
合は、お申し込みされた方へご連絡いたします。

東洋大学社会学部社会福祉学科　教授　髙山直樹氏講　師

令和５年２月２４日（金）　午後１時３０分～午後３時３０分日　時

市社協へ電話で申込み（２月１日から受付開始）
※講演会名、参加者氏名、住所、電話番号をお伝えください。

申込み

定　員 ５０人（先着順）場　所 伊勢原シティプラザ１階　ふれあいホール

ボランティア活動保険のお知らせ
　令和４年度ボランティア活動保険にご加入中の方は、令和５年３月３１日で補
償期間が終了します。令和５年３月１日から、令和５年度の受付を開始しますの
で、市社協窓口までお越しください。なお、プランの変更はありません。
　特定感染症の補償については、３月中に前年度から継続して契約された場
合、基本プラン、天災・地震補償プランも、令和５年４月１日から補償されます。

※ボランティア行事用保険、福祉サービス総合補償及び送迎サービス補償についても変更はあり
ません。令和５年度の加入申込書については、令和５年３月１日から窓口で配布を開始します。

３５０円

５００円

５５０円

基本プラン

天災・地震補償プラン

特定感染症重点プラン

伊勢原市介護者・家族の会「手と手の会」

　「手と手の会」では、介護されている方や介護経験者が集まり、お互い悩みを
共感し合ったり、介護の情報交換や研修会などを行っています。
　「妻が認知症になり、どう対応したらよいか？」「他の方はどうやって介護して
いるの？」「介護で少し疲れ気味」など、介護者同士の悩みや情報を共有し「介護
のヒント」を見つけてみませんか。
　「毎日大変で溜まっている思いを聞いてほしい！」という方や介護に興味のあ
る方の参加も大歓迎です。専門職も参加していますので、相談したいという方も
ご参加ください。

毎月第３火曜日　午後１時３０分～午後３時３０分
（日程が変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。）

日　時

場　所 伊勢原シティプラザ１階　会議室等

年会費 １，２００円 問い合わせ 市社協

　交通遺児世帯へ見舞金・激励金等の支給や、親子交流会、コンサートへの招
待など、県内在住の20歳未満の対象児とその世帯を支援しています。この基金
は、県民の方々から寄せられた寄付金を財源としています。保護者ご本人様か
らの申し出による登録・申請が必要です。

ー日頃介護をしている中で、不安や悩みはありませんかー

交通遺児等援護基金のご案内（県社協）

・見舞金
・激励金
　❶小・中学校入学時、中学・高校卒業時
　❷20歳を迎えた時（その年度の3月）
・大学等入学支度金　等
神奈川県社会福祉協議会　地域福祉推進担当
（かながわともしびセンター) 　☎045-312-4813

支給対象

支援内容

申請・問い合せ

交通事故等によって保護者が死亡または重度の障
がいとなった20歳未満の子を含む世帯のうち、事
故当時および現在神奈川県内に在住の世帯

　大規模災害が発生した際に設置される「災害ボラン
ティア支援センター」は、被災者からの相談に基づき、災
害ボランティアの派遣調整を行います。
　被災者からの相談を受ける際の注意点やポイント等、
またボランティアの派遣決定までのプロセス等について
研修会を開催します。
　参加者を募集しておりますので、ぜひご参加ください。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止となる場合があります。中止の場
合は、お申し込みされた方へご連絡いたします。

伊勢原シティプラザ１階　ふれあいホール場　所

申込み ①WEB（市社協ホームページもしくは、QRコードからお申込みできます。）
②電話（０４６３－９４－９６００）
　※災ボラ研修会への参加希望の旨と、参加者氏名・住所・電話番号をお伝えください。

③FAX（０４６３－９４－５９９０）
　※災ボラ研修会参加希望と記し、参加者氏名・住所・電話番号を明記してください。

無料参加費

日　時 令和５年３月１２日（日）
午前１０時～午前１１時３０分

３０人（先着順）定　員

　危険は日常生活のいたる所に存在し、誰もが危険な場面に居合わせる可能性がありま
す。そこで重要になるのが、命をつなぎとめることができる救命処置です。心肺蘇生や
AEDなどの応急手当によって、救命の可能性は約2倍高くなると言われています。
　いせはら災害ボランティアネットワークでは、緊急時の応急処置に関する知識と技術を
身につけることを目的に普通救命講習会を実施します。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止となる場合があります。中止の場
合は、お申し込みされた方へご連絡いたします。

心肺蘇生法、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）使用方法 等内　容

伊勢原シティプラザ　３階研修室会　場

伊勢原市内在住、在勤、在学の方対　象

申込み ①WEB（市社協ホームページもしくは、QRコードからお申込みできます。）
②電話（０４６３－９４－９６００）
　※普通救命講習会への参加希望の旨と、参加者氏名・住所・電話番号をお伝えください。

③FAX（０４６３－９４－５９９０）
　※普通救命講習会参加希望と記し、参加者氏名・住所・電話番号を明記してください。

無料参加費

１８人（先着順）定　員

講　師 消防本部 警防救急課救急救命係

日　時 令和５年３月１７日（金）　午後１時３０分～午後４時３０分

この広報紙は共同募金の配分金を財源に発行しています。

令和5年（ 年） 2月1日（４） 第111号い せ は ら 社 協 だ よ り2023


