
老人福祉センター老人福祉センター

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

【笛田】 教養センター ☎（３２）１２２１

内容
１１月１日（土）２日（日）１０：００～１６：００

教養センター文化祭
日時

バザー・模擬店など

【腰越】 こゆるぎ荘 ☎（３１）２２５５

内容
９月２７日（土）１０：００～１５：００

敬老の集い
日時

サークル舞台発表・作品展示・模擬店など

【玉縄】 玉縄すこやかセンター ☎（４７）１３３８

内容
９月１３日（土）１０：００～１６：００

玉縄すこやかセンターフェスティバル
日時

アトラクション・カラオケ体験・園児たちの絵画展示など

【今泉】 今泉さわやかセンター ☎（４５）４６１１

内容
９月１３日（土）１０：００～１６：００

敬老祝賀行事
日時

サークル舞台発表・模擬店など内容
１０月４日（土）５日（日）９：３０～１５：３０

今泉さわやかセンターフェスティバル
日時

似顔絵・マジックショー・模擬店など

【材木座】 名越やすらぎセンター ☎（２５）１１８８

内容
９月２７日（土）１０：００～１６：００

名越やすらぎセンター秋のイベント
日時

サークル舞台発表・模擬店・体験コーナーなど内容
１１月８日（土）９：４５～１５：００

名越やすらぎセンターフェスティバル
日時

日　程 講 座 名 講 師 名 敬称略

日　程講 座 名 講 師 名 敬称略 定 員

日　程講 座 名 講 師 名 敬称略 定 員

教養センター秋期講座受講者募集

※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。

【一般教養講座】 ●午前の部・午後の部とも同じ内容です。どちらか選択。●午前・午後とも定員１００名募集。
●午前の部９：３０～１１：３０ ●午後の部１３：３０～１５：３０ ●資料代：２００円 ●会場：教養センター
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 ９/ ８（月）

 ９/ ２２（月）

 ９/ ２９（月）

１０/ ６（月）

１０/ ２０（月）

１１/ １０（月）

１１/ １７（月）

１２/ １（月）

鎌倉文学の心を旅する

私が出会った仏像

よみがえる絵画

鎌倉と文学

江戸時代の園芸文化

鎌倉大仏と研究の曼荼羅

無限の表現力～チェロの魅力

古文書からみる黒田官兵衛　～黒田孝高の生き方、考え方～

赤羽根　龍夫（神奈川歯科大学名誉教授）

原田　寛（写真家）

青木　享起（ＮＰＯ法人「美術保存修復センター横浜」理事長）

城戸　朱理（詩人）

市川　寛明（江戸東京博物館　都市歴史研究室　研究担当係長）

佐藤　孝雄（鎌倉大仏殿高徳院　住職）

黒川　正三（東京フィルハーモニー交響楽団首席チェロ奏者）

伊藤　一美（鎌倉考古学研究所理事）

NPO 法人鎌倉ガイド協会

鈴木　寛之 ( 気象予報士 )、他

野地　安伯

沼上　隆司（洋画家）

太田　真理（フェリス女学院大学講師）

鎌倉シチズンネット会員

伊藤　淳（鎌倉女子大学講師）

４０人

３０人

７０人

１０人

５０人

１２人

６０人

【専門講座】●１～７の講座のいずれか１つ選択。募集人数は講座によって異なります。●会場：教養センター（ただし★印の講座は鎌倉 IT サロン深沢教室）　
●資料代：２００円（ただし★印の講座は教材費：２，０００円、■印の講座は教材費：3，０００円）
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「鎌倉学入門」～あなたを鎌倉通に～

知って楽しい気象学

漢文に親しむ（Ⅶ）

初心者のための「トールペイント」■

『古事記を読む』（後編）

初心者向け「パソコン入門コース」～60歳からのパソコン～★

ルネサンスの藝術家列伝②～華麗なる師匠たち～

９/１０～１２/１０の水曜日で全８回 ９：３０～１１：３０

９/１２～１２/５の金曜日で全１０回 １３：３０～１５：３０

９/１８～１２/１１の木曜日で全１０回 １３：３０～１５：３０

９/１８～１１/２０の木曜日で全８回 １３：３０～１５：３０

９/２６～１２/１９の金曜日で全１０回 ９：３０～１１：３０

９/２９～１１/１７の月曜日で全６回 １３：００～１５：００

１０/１４～１２/１６の火曜日で全９回 ９：３０～１１：３０

安井　智夏（健康運動指導士）

石渡　孝広（鎌倉市スポーツ指導員）
１５人

１５人

【健康づくり講座】 ●１～3の講座のいずれか１つ選択。募集人数は講座によって異なります。
●会場：教養センター 　
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ゆったりバランス体操～身のまわりの事はいつまでも自分でしたい～

初心者のためのヨガ教室

９/１９～１１/７の金曜日で全８回 １３：１５～１４：１５

１０/２～１１/２７の木曜日で全８回 ９：３０～１１：００

市内在住の６０歳以上で、全回出席できる方
教養センター（笛田）（★を除く）
受講料は無料です。
ただし、教材費・資料代は自己負担です。

対　　象
会　　場
費　　用

申込方法

開催!!開催!!

８月１日～１２日に教養センターにある受講申込書、または、電話・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

　教養センターの講座は、市内にお住まいの６０歳以上の皆さんが、学ぶことを通じてより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。ぜひ、お越しください。

秋の
子どもから高齢者まで、
どなたでも参加できます。イベント

日頃は、市内にお住まいの６０歳以上の方々が通所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。

会費収入
993,000 円
（0.26%）

その他の収入
13,766,137円
（3.62%）

繰越金収入
25,506,307円
（6.70%）

介護保険等収入
46,548,496 円
（12.23%）

補助金収入
48,895,000 円
（12.85%）

受託金収入
205,884,070 円
（54.12%）

収入合計
380,455,522円

積立預金取崩収入
2,500,000 円（0.66%）

受取利息配当金収入　
4,576,120 円（1.20%）
負担金収入 5,324,936 円（1.40%）

助成金収入 350,000 円（0.06%）

寄付金収入
6,521,456 円
（1.71%）

共同募金収入
19,590,000 円
（5.15%） 地域福祉活動事業

14,370,312 円
（4.15%）

地域福祉支援室事業
8,616,506 円（2.49%）

援護事業
10,754,240 円
（3.10%）

地域包括支援センター事業
30,311,902 円
（8.74%）

居宅介護等事業
40,619,892 円
（11.72%）

法人運営事業 
42,833,381円
（12.36%）

老人福祉センター運営事業
169,699,665 円
（48.95%）

支出合計
346,657,832円

鎌倉市等受託事業
103,772 円
（0.03%）

ボランティアセンター活動事業
7,300,936 円（2.11%）

助成事業 7,375,000 円（2.13%）
福祉活動振興基金運営事業
8,923,983 円（2.57%）

企画広報事業 5,748,243 円（1.66%）

平成２５年度社協の決算状況平成２５年度社協の決算状況

●２５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収入全体の５４％
を占めています。
●受取利息配当金収入約４５７万円のうち、約
２７０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。
●その他の収入は日常生活支援利用料、とも
しび基金、緊急援護金貸付金返還分等です。

収入面では

●市から指定管理をうけている老人福祉セン
ター等５施設の運営事業費が全体の約半分
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
係る経費で全体の約１２％となっています。

支出面では

日時

場所

内容

対象

日時：９月９日（火）
       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

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。

　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！

問合せ先

電　　話
地域包括支援センター鎌倉市社会福祉協議会

（６１）２６００

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。
●お住まいの地域を担当する地域包括支援センターにご連絡ください。

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

鎌倉地域

腰越地域
深沢地域
大船地域

玉縄地域

(61)2600
(23)9110
(38)1581
(41)4013
(43)5977
(42)7503
(42)3702

地域包括支援センター
鎌倉市社会福祉協議会から

鎌倉市成年後見センターがオープン

ティールームのご案内

熱中症かなと思ったら…
❶涼しい部屋や風通しの良い日陰に避難。
❷衣類を脱ぎ、身体の熱を放散させる。
❸冷たいスポーツドリンクや水などを飲む。

熱中症患者数の約半数は６５歳以上の高齢者です。暑さや
水分不足に対する感覚の低下や暑さに対する調節が上手に出
来ないからです。
高齢者や子ども、障害をお持ちの方には特に周りの人も気

を配ってあげましょう。意識のはっきりしない場合は直ぐに救
急車を呼びましょう。

熱中症注意！！

参加自由（60歳以上の方）
ぜひお越しください。
参加自由（60歳以上の方）
ぜひお越しください。

地　域 名　称 連絡先

申し込み

８月１日から直接又は電話で
今泉さわやかセンター

☎（４５）４６１１

●お問合せ先
　鎌倉市成年後見センター（鎌倉市福祉センター２階）
　所在地 〒２４８－００１２　鎌倉市御成町20－２１
　電話　　 ０４６７－３８－８００３
　ＦＡＸ　 ０４６７－２２－２２１３

鎌倉市から委託を受けて、「鎌倉市成年後見センター」がオープンしました。
認知症や精神障害などにより判断能力が十分でない方は、財産の管理や契約を行う際
に、自分で判断することが難しい場合があります。
成年後見制度とは、こうした自分ひとりで判断することが難しい方について、家庭裁判所
によって選ばれた成年後見人等が、財産の管理や契約等を行い、身の回りに配慮しながらご
本人の権利を守り生活を支援する制度です。
鎌倉市社会福祉協議会では、こうした制度の利用について、相談業務やＰＲを行います。

映画鑑賞会のお知らせ
平成26年8月29日（金）

１３：００～１５：３０

今泉さわやかセンター　会議室

「ＡＬＷＡＹＳ　三丁目の夕日　’６４」

市内在住の方　　　　５０名定員

成年後見制度についてわからないことがありましたら、
お気軽にご相談ください（相談無料）。

弁護士による専門相談
（原則第４水曜日　１０：００～１５：００　予約制）

月曜日～金曜日（年末年始を除く）８：３０～１７：００

成年後見制度の利用についての相談

原則第４水曜日　１０：００～１５：００　予約制

弁護士による専門相談

８月２日（土）・３日（日）日時

場所

主　催：かまくら福祉朝顔市実行委員会
共　催：鎌倉市社会福祉協議会
問合先：鎌倉市社会福祉協議会　　　電話（２３）１０７５

両日とも８：００から１８：００
※荒天の場合は８月４日（月）に順延

鎌倉宮（大塔宮）

今年で１０回目となる「かまくら福祉朝顔市」は、鎌倉市内の福
祉施設等で丹精込めて育てられた朝顔を販売します。（通常鉢１
鉢２,０００円　限定５００鉢）益金は育成した鎌倉市内の福祉
施設等に還元され、福祉の推進に役立てられます。

第10回 かまくら福祉朝顔市第10回 かまくら福祉朝顔市

◎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

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

訪問介護員
（登録制）

募集

●福祉クラブ組合員 1食   972円（税込み）
●組合員外利用者 1食  1296円（税込み）
●鎌倉市配食利用者 1食   756円（税込み）

詳しくはお問い合わせください。 

食事サービスW.Co キッチンかまくら 
鎌倉市台5-2-3　　　       TEL.0467-47-8341  

手作りの夕食をお届けします
福祉クラブの食材を使った食事です。 
月曜日から日曜日まで、ご希望の日にお届けします。
どなたでもご利用いただけます。


