かまくらボランティアセンターから

地区社会福祉協議会（地区社協）から

御成中学ボランティア部

地区社協は、皆さんの住むまちで福祉活動を進めることを目的とした福祉専門組織です。自治町内
会、民生委員児童委員協議会、ボランティアなど様々な人たちが 同じ地域に暮らす者同士 という共通
項で結ばれ「誰もが安心して暮らせる地域づくり」を目標に活動をしています。
ここでは、市内に９カ所ある地区社協の 子育てサロン（※） について順次紹介をいたします。
※子育てサロンとは…就学前のお子さんとお母さんが歩いていける身近な場所で、みんなが一緒に楽しい時間を過ごし、仲間づくりをする場所です。

二階堂子育てサロン

第一地区
社会福祉協議会

〜子育てお母さんの仲間づくりの場〜

【参加自由・申込み不要】

子育て中のお母さんの出会いの場として、自由遊びやおしゃべりをし
ながら情報交換をして楽しく過ごします。保健師による健康相談、親子ヨ
ガ教室、クリスマスコンサート等のイベントも予定しています。
日時：原則第１・３金曜日 １０：００〜１２：００
（休みの日もあるため要連絡）
場所：二階堂子ども会館（フレンドリー鎌倉） 二階堂９１２−１
対象者：未就園児とその保護者
連絡先：永井：（２２）８２８０ 神川：（２５）５１６６

第二小学校
至 鎌倉

かまくらボランティアセンターは市内小中学校を始め各教育機
関等へボランティアに関するオリエンテーションをおこなってい
ます。
５月１５日、御成中学校からボランティア部の部員と保護者の皆
さんが担当の先生と一緒に「ボランティア」について多いに語って
くれました！
「あたり前」
「やさしさ」
「依頼されるのではなく自分で気付いて
行動する」などたくさんの意見が出ていました。
部員の皆さんの意見に先生や保護者の皆さんからも「へ〜そん
な風に思ってたの！」
「意見が聞けて良かったよ！」と感想が聞こ
えてきました。

報国寺
入口

岐れ路

フレンドリー
鎌倉

浄明寺
駐在所

大町こぐまの会

大町地区
社会福祉協議会

〜地域でお友達を作ろう〜

【参加自由・申込み不要】

屋内の公園の感覚で、地域のお母さんと子どもが近くのお友達と知り
合うことができる場です。
保健師による育児相談も受けられます。

地域包括支援センター

鎌倉市社会福祉協議会から
家族介護教室のご案内

〜心と体が元気になる色使い〜
暮らしのなかのカラー

色使いの工夫をしてみると、毎日の生活（衣・食・住）の中に彩
が加えられます。
家族の介護など忙しい毎日にほっと一息…。
是非ご参加ください。
日時： ９月３０日（月） １０：００〜１２：００
場所： 鎌倉市福祉センター 第１・２会議室
講師：鎌倉早見美容芸術専門学校専任講師
認定パーソナルカラーアドバイザー
中谷 曜 氏
費用： 無料 対象：市内在住の６５歳以上の方
定員： ３０名 持ち物：筆記用具

参加自由（60歳以上の方）
ぜひお越しください。
★おしゃれな帽子のかぶり方

生花店

●日時：１０月１９日（土）
１０：３０〜１４：３０（申込不要、入退場自由、無料）
●場所：鎌倉女子大学

大船キャンパス（車での会場不可）

●主催：鎌倉市、鎌倉女子大学、かまくら子育て支援グループ懇談会

詳しい内容等は下記問合せ先まで
鎌倉市こどもみらい部こどもみらい課推進担当

電話（６１）３８９１

神奈川県社会福祉協議会と鎌倉市社会福祉協議会共催事業

「親族後見人のための講習会と相談会」
対 象 親族後見人の方、これから親族後見人に

申し込み 所定の申込書にご記入のうえ、
FAXで申し込み
締 切 り 9月20日（金）
問い合わせ 社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会
かながわ成年後見推進センター

電話 ０４５−３１２−５７８８
FAX ０４５−３２２−３５５９

平成２４年度社協の決算状況
分を占めています。
市内の高校生・大学生による被災地支援のためのボランテイアバス事業を実施することが
できました。
● 受取利息配当金収入４，
５２１，０６１円のうち、約３７０万円は市民の皆さまからいただい
た福祉活動振興基金への寄付金を債券運用していることにより得られた利息です。

お菓子、飲物を用意しています。
（参加費100円）
ケアマネジャー、社会福祉士、看護師等のスタッフが、相談を
お受けします。
問合せ先 地域包括支援センター鎌倉市社会福祉協議会
話 （６１）
２６００

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施設の維持経費が全体の約５０％を占め

ています。
● 地域福祉活動事業には、講座や研修などに係る経費のほか、東日本大震災の復興支援活動

に係る経費が含まれています。

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。
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。

玉縄地域

大町
四ツ角

● 助成金収入３，
９６２，０００円は、鎌倉市東日本大震災救援募金からの助成をいただき、

★お気軽にお立ち寄りください。

腰越地域
深沢地域
大船地域

大町会館

●23年度と同様、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収入全体の約半

日時：９月５日（木）
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

名 称
鎌倉市社会福祉協議会
鎌倉静養館
聖テレジア
湘南鎌倉
ふれあいの泉
きしろ
ささりんどう鎌倉

あそびの大学

八雲
神社

収入面では

〜お気に入りの帽子をお持ちください〜

地 域
鎌倉地域

第８回かまくらママ＆パパ ｓ
カレッジ特別企画
親子で楽しむ♪

なられる方、親族後見人のサポートをして
いる相談支援機関職員等
日 程 平成２５年９月２８日（土）
１３：３０〜１７：００
会 場 鎌倉市福祉センター２階 第１・２会議室
定 員 ①講習会 １００名 ②相談会 ２４名

ティールームのご案内

電

日時：月２回（不定期） １０：００〜１２：００
次回開催予定日・・・８月２２日（木）
場所：大町会館（八雲神社となり） 大町１−１１−１７
対象者：未就園児とその保護者
連絡先：冨井：（２２）６６９１

連絡先
(61)2 6 0 0
(2 3) 9110
(3 8)15 81
(41) 4 013
(4 3)5 977
(4 2)75 0 3
(4 2)3702

●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

経費で全体の約10％となっています。
受取利息配当金収入
4,435,337 円（1.14%）

寄付金収入
8,525,919 円
（2.19%）

負担金収入 4,275,000 円（1.10%）
助成金収入 3,962,000 円（1.02%）

共同募金収入
18,603,000 円
（4.78%）

積立預金取崩収入
2,500,000 円
（0.64%）

その他の収入
19,209,218 円
（4.94%）

会費収入
1,060,000 円
（0.27%）

繰越金収入
22,810,630 円
（5.87%）

収入合計
介護保険等収入
45,794,166 円
（11.78%）

388,858,190 円

補助金収入
52,123,000 円
（13.40%）

助成事業 8,140,000 円（2.24%）
地域福祉支援室事業
8,722,877 円（2.40%）

企画広報事業 4,878,689 円（1.34%）

地域福祉活動事業
17,258,362 円
（4.75%）

ボランティアセンター活動事業
3,817,647 円
（1.05%）

援護事業
7,717,430 円
（2.12%）

鎌倉市等受託事業
206,952 円
（0.06%）

地域包括支援センター事業
34,229,202 円
（9.42%）
居宅介護等事業
38,852,731 円
（10.69%）

受託金収入
205,559,920 円
（52.86%）

福祉活動振興基金運営事業
8,885,491 円（2.45%）

支出合計
363,351,883 円

法人運営事業
51,262,375 円
（14.11%）

老人福祉センター運営事業
179,380,127 円
（49.37%）

