老人福祉センター 秋の イベ ント 開催!!

子どもから高齢者まで、
どなたでも参加できます。

老人福祉センターは、市内にお住いの６０歳以上の方々が利用する福祉施設ですが、イベント開催日は子どもから大人までどなたでも
楽しめます。ぜひ、この機会に各センターをご見学ください。駐車場・駐輪場の利用については、各センターにお問合せください。

☎（３２）１２２１

【笛田】 教養センター
教養センター文化祭

１０月３１日（土）１１月１日（日）１０：００〜１５：３０

日時

内 容 バザー・サークル作品販売・サークル舞台発表・似顔絵・東北物産展など。
※読み終えた本をご寄付ください。
（全集・雑誌を除く）

☎
（４５）
４６１１

【今泉】 今泉さわやかセンター
敬老祝賀行事

９月５日（土）９：００〜１６：００

日時

☎（２５）１１８８

【材木座】 名越やすらぎセンター
敬老祝賀行事 秋のイベント

９月２６日（土）１０：００〜１５：００
１１月１４日（土）９：３０〜１５：１５

日時

内 容 サークル発表・模擬店・野菜販売・似顔絵・高齢者よろず相談など。

内 容 サークル舞台発表・作品展示・模擬店・体験コーナーなど。

全回出席できる方
象 市内在住の６０歳以上で、
（笛田）
（★■を除く）
場 教養センター

費

用 受講料は無料です。

（月）から１０日（月）までに教養センターにある受講申込書、または、電話・
申込方法 ８月３日
FAX・Eメールで教養センターまでお申込ください。
電話３２-１２２１ FAX３２-１２０３ Eメール kyouyou@kamakura-shakyo.jp

ただし、教材費・資料代は自己負担です。

※各講座とも、募集定員を超えた場合は抽選します。応募者には全員結果を通知します。 ※車での来所はご遠慮ください。

1 ９/

程

講

座 名

講

７
（月） 高校野球の今昔 〜１００年の歴史をふり返る〜

師

浩幸（神奈川新聞社統合編集局運動部長）

2 ９/ １４
（月） 津軽三味線入門講座

高崎

将充（津軽三味線奏者・講師）

3 ９/ ２８
（月） 鎌倉武士の鎌倉暮らし 〜考古学でさぐる〜

河野 眞知郎
（鶴見大学文学部文化財学科教授）

4 １０/ ５
（月） 昭和の鎌倉風景 〜写真で巡る昭和３０年頃の生活〜

竹腰 吉晃
（ギャラリー経営者）

5 １０/ １９
（月） 江戸後期の鎌倉の原風景 〜旅案内記を介して〜

川島 敏郎
（伊勢原市文化財保護審議委員）

6 １１/

今尾 恵介
（日本地図センター客員研究員）

９
（月） 神奈川県の鉄道史 〜新旧地図でたどる身近な交通の変遷〜

池田 雅之
（早稲田大学社会科学総合学術院教授）

8 １１/ ３０
（月） 食による予防医学

矢澤 一良
（早稲田大学規範科学総合研究所教授）

地域包括支援センター
〜お気軽にご利用ください〜

地域包括支援センターは、鎌倉市がそれぞれの事業所
に委託している仕事です。相談を受ける職員には守秘義務
がありますので、安心してご相談ください。
●お住まいの地区を担当する地域包括支援センターにご連絡ください。

募集人数は講座によって異なります。 ●会場：教養センター（★印:鎌倉薬膳アカデミー ■印:鎌倉ITサロン深沢教室）
【専門講座】 ●１〜７の講座のいずれか１つ選択。
●資料代：２００円
（ただし ★印：8，
０００円 ■印：2，
０００円 ◆印：１，０００円）
座 名

日

程

講

師 名 敬称略

定

員

「和の薬膳」 ★
1 男性のための

９/1〜１２/１５の火曜日で全８回 １０：３０〜１３：００

山内 正惠（鎌倉薬膳アカデミー学院長）

１５人

を読む 〜カミとヒトの物語〜
2 『古事記』

９/４〜１２/１８の金曜日で全８回 ９：３０〜１１：３０

太田 真理（フェリス女学院大学講師）

５０人

鎌倉史跡めぐり〜
3 鎌倉学入門 〜始めませんか、

９/９〜１２/９の水曜日で全８回 １３：３０〜１５：３０

NPO法人 鎌倉ガイド協会 会員

２４人

4 漢文に親しむ 〜項羽本紀〜

９/１７〜１２/１７の木曜日で全１０回 １３：３０〜１５：３０ 野地 安伯（元文教大学講師）

７０人

5 初心者パソコン教室 〜入門〜 ■

９/２８〜１１/１６の月曜日で全６回 １３：００〜１５：００

鎌倉シチズンネット会員

１２人

を読む 〜草加から笠島まで〜 ◆
6 「おくのほそ道」

１０/７〜１２/２の水曜日で全８回 ９：３０〜１１：３０

藤江 峰夫（フェリス女学院大学名誉教授） ５０人

7 ルネサンスの藝術家列伝 〜ダ・ヴィンチ＆ミケランジェロの世界〜 １０/１３〜１２/２２の火曜日で全９回 ９：３０〜１１：３０

伊藤 淳（鎌倉女子大学講師）

６０人

１つ選択してください。
【健康づくり講座】 ●希望の講座を
●会場：教養センター
講

1 健康体操教室
2 ヨガ教室

座 名

〜総合〜

〜入門〜

日

程

講

師 名 敬称略

（社会体育指導員）
９/１〜１２/１５の火曜日で全７回 １３：３０〜１５：００ 薦野 郁子
１０/１〜１１/２６の木曜日で全８回 ９：３０〜１１：００

話 （６１）２６００

地域包括支援センターは高齢者のための よろず相談所 です。
高齢者ご本人のほか、
ご家族などの相談もお受けします。

7 １１/ １６
（月） 鎌倉と小泉八雲

講

時：９月１４日（水）
１０：００〜１２：００
（お好きな時間にどうぞ）
場 所：鎌倉市福祉センター ２階 第１・２会議室
参加費：100円
参 加：自由 ６０歳以上の方

電

名 敬称略

佐藤

日

平成２６年度社協の決算状況
平成２５年度社協の決算状況
収入面では
●平成２６年度は指定管理や地域包括支援センターなど市からの受託金が全体の５３％を

占めています。
●受取利息配当金収入は市民の皆さんからいただいた寄付金を福祉活動振興基金へ積

立てた運用利息です。

支出面では
●市から指定管理を受けている老人福祉センター等５施設
（こゆるぎ荘は８月に閉館）の

運営事業費が全体の４８％を占めています。
●居宅介護等事業は、
本会が実施している介護保険事業（訪問介護、ケアプラン作成）に

係る経費で全体の１２％となっています。
受取利息配当金収入
3,729,015円（0.95%）
寄付金収入
5,763,221円（1.47%）

定

員

１５人

石渡 孝広
（鎌倉市スポーツ指導員）

１５人
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会費収入
1,009,000円（0.26%）

その他の収入
23,279,306円
（5.93%）

企画広報事業
4,446,287円（1.24%）
ボランティア活動事業
3,311,051円（0.92%）

福祉活動振興基金運営事業
6,982,798円
（1.94%）

地域福祉支援室事業
3,053,667円（0.85%）

助成事業
7,409,000円
（2.06%）

鎌倉市等受託事業
139,808円（0.04%）

地域福祉活動事業
18,877,950円
（5.26%）

前期未払資金残高
33,797,690円
（8.61%）

地域包括支援
センター事業
30,413,138円（8.47%）

収入合計

介護保険等収入
48,803,553円
（12.43%）

支出合計
居宅介護等事業
41,870,487円
（11.66%）

392,735,368円

補助金収入
46,716,000円
（11.90%）

地 域
名 称
鎌倉地域 鎌倉市社会福祉協議会
鎌倉静養館
腰越地域 聖テレジア
深沢地域 湘南鎌倉
大船地域 ふれあいの泉
きしろ
玉縄地域 ささりんどう鎌倉

募集

連絡先
(61)26 0 0
(2 3) 9110
(3 8)15 81
(41) 4 013
(4 3)5 977
(42)75 03
(42)3702

訪問介護員（登録制）

週２日から３日以上活動でき、訪問介護員養成研修２
級以上修了の方、又は介護福祉士の資格をお持ちの方
で、
市内在住６０歳未満の方

◎週２回から３回以上活動ができる方
◎勤務は日中の数時間
登録希望の方はお電話ください。

社協介護保険事業係

電話（２３）
１０７５

鎌倉市の地域福祉を
推進するための
基本理念

359,161,180円

法人運営事業
老人福祉センター運営事業
63,981,051円 171,857,935円
（17.81%）
（47.85%）

受託金収入
206,924,083円
（52.69%）

総合的な相談体制及び権利擁護体制の確立
誰もが・いつでも・気軽に相談できるよう、各種相談窓口の機能など必要な情報を分かりやすく提供し、各
相談機関が連携して対応できる体制作りを進めます。地域での自立生活を送る上で重要な財産保全、金銭管
理や各種支払い、
福祉サービス利用手続き、
苦情解決など権利擁護に関わる対策の充実を図ります。

情報の収集と提供

地域の様々な福祉課題を地域で共有することにより福祉施設・事業者、支援団体、当事者団体等の「知って
もらいたい」という思いと、地域市民や要援護者の「知りたい」という思いを繋げられるようにします。必要な福
祉情報がスムーズに流れるよう、各種情報を効率的に収集し提供できる仕組みを作り、様々な福祉活動の活性
化に繋げます。

関係機関等との連携強化

福祉分野だけでなく医療・教育分野も含めた、各関係機関、福祉施設、団
体等が相互に連携し協力することで、それぞれが持つ機能を十分に発揮出
来る仕組みを作ります。様々な地域組織、地元企業等との公私による連携も
進めます。

交流の促進

人間関係の希薄化や孤立が、重大な問題に波及している事例が多く生じ
ています。年齢、性別、障害の有無や種類、活動分野に関わらず、
「集い」
「交
流」する機会や場を積極的に提供します。

人材の育成

地域の福祉活動を支える人材として、
特に若い世代や専門知識のある方々
がもっと必要です。目標の「関係機関等との連携強化」や「交流の促進」を通
じて研修会、
福祉教育、
活動ＰＲなどの人材の育成に取り組みます。
このプランは、市・市社協のホームページ、支所、図書館、生涯学習センター、福祉センター、老人福祉センターなどでご覧いただけます。
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つながり支え合う安心のまち かまくら

地域福祉を進めるための５つの目標
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かまくら ささえあい 福祉プランの策定

このプランでは、地域に暮らす方々、地域で活動されている方々、福祉の関係機関等がそれぞれ取り組んで
いただきたいこと、鎌倉市や本会が取り組むべきことをまとめました。ともに自分たちにできることを考え、行
動することで「つながり支え合う安心のまち かまくら」の実現に向けて一体となって地域福祉を推進していき
ましょう。
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負担金収入
1,598,500円（0.41%）

共同募金収入
18,515,000円
（4.71%）
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積立預金取崩収入
2,600,000円（0.66%）

援護事業
6,818,008円（1.90%）

申込・問合せ先 地域包括支援センター鎌倉市社会福祉協議会

どちらか選択。●午前の部・午後の部とも定員１００名募集。
【一般教養講座】 ●午前の部・午後の部とも同じ内容です。
●午前の部 ９：３０〜１１：３０ ●午後の部１３：３０〜１５：３０ ●資料代：３００円 ●会場：教養センター
日

時：平成2７年８月２０日（木）１０：３０〜１２：００
所：鎌倉市福祉センター２階 会議室
師：鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院
事務長 野沢 剛 氏
費 用：無料
対象者：鎌倉市内在住の６５歳以上の方
持ち物：筆記用具

今回は『書道』を行います。
『書道』は脳を活性化させると言われています。
気軽に楽しんでみませんか？
お菓子、飲み物を用意していますので、みなさんで楽しい
ひと時をすごしましょう！

教養センターの講座は、市内に住所を有する60歳以上の皆さんが、学ぶことを通じて豊かな人間性の形成を目指し、自主的に仲間づくりをしながら
地域社会への参加を推進していくことを目的に開講しています。今回は、一般教養講座･専門講座･健康づくり講座の受講者を募集します。
会

日
場
講

ホッと一息、みんなでお茶をのみながらお話しましょう！

教養センター秋期講座受講者募集
対

〜入院時や退院時に知っていると役立つ
病院のい・ろ・は〜

ティールームのご案内

名越やすらぎセンターフェスティバル

１０月１７日（土）１８日（日）９：３０〜１５：３０

鎌倉市家族介護教室
「知っていますか？医療システム」
突然の入退院は不安があります。現在の医療システムと
介護保険制度の連携について学びませんか？

内 容 サークル舞台発表・作品展示・バザー・模擬店・野菜販売・
こども広場・太極拳体験教室など。

内 容 けん玉講座・ミュージックカフェ・アロママッサージ・模擬店など。

今泉さわやかセンターフェスティバル
日時

９月１２日（土）１０：００〜１６：００

日時

日時

内 容 アトラクション・カラオケ体験・園児たちの絵画展示など。

☎（４７）１３３８

【玉縄】 玉縄すこやかセンター
玉縄すこやかフェスティバル

地域包括支援センター
鎌倉市社会福祉協議会から
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