老 人 福 祉 セ ン タ ー

の

ご 案 内

老人福祉センターは、健康増進・教養の向上・レクリエーションの場
の提供を目的として、生きがいをもって健康的な毎日を過ごしていただ
くための施設です。
市内には、
次の４ケ所に老人福祉センターがあり、平成１８年４月１日（
現在第二期目です）から市社協が指定管理者として管理・運営を行って
います。

名

称

教養センター

住

所

電

笛田２−１７−１

お 風 呂（ 名 越 ）

話

マッサージ機（玉縄）

３２−１２２１

今泉さわやかセンター

今泉３−２１−２３

４５−４６１１

名越やすらぎセンター

材木座２−１５−３

２５−１１８８

玉縄すこやかセンター

玉縄５−９−１

４７−１３３８

本号より４回にわたり各老人福祉センターの特色を
ご紹介いたします

電位治療器
（今泉）

今回は笛田にある
主な行事

施設の特徴
歴史・文学・健康づくりなど幅広い分野の講座
を年間通して、数多く開講しています。
１００名定員の大教室や陶芸窯などがあります。

健 康 相 談（ 教 養 ）

教養センター

全センターに﹁お風呂﹂﹁マッサージ機﹂
﹁電位治療器﹂があり︑保健師による
﹁健康相談﹂も行っています︒

老人福祉センターに遊びに来ませんか

元気に
いきいきと！

のご紹介です

文 化 祭

ティールーム開催予定のお知らせ
ティータイムを皆さんと楽しく過ごしませんか。
お菓子・飲み物をご用意しています。
ぜひ、
お越しください。
１０時から１２時まで、
お好きな時間にどうぞ！

〜今年も大船・深沢地域で福祉法律相談を開催します〜
容 介護・人権・相続・権利擁護・成年後見などでお困りの方に、

弁護士が相談に応じます。

★相談費用は無料 ★１回／３０分 ★各センター定員４名
★先着順 定員になり次第、締切となります。
日時・場所 ★お申込み・お問合せは各センターへ

対象者
市内在住
の方

①２月２日
（月）
１３時３０分〜１５時３０分・今泉さわやかセンター
②３月１６日
（月）
１３時３０分〜１５時３０分・教養センター

内 容 老人福祉センターＰＲ事業

『「憩う・遊ぶ・学ぶ」老人センター
に行こう』＆字幕付き邦画ビデオ
「佐賀のがばいばあちゃん」鑑賞会
場 所 腰越学習センター 第４集会室
日 時 3月10日
（火）13：30 〜 16：00
★申込不要
★問合せは教養センターへ

地域包括支援センター
〜お気軽にご利用ください〜

鎌倉プラネット保険株式会社

東京海上日動火災保険㈱代理店
東京海上日動あんしん生命保険㈱代理店
TEL

0467-22-1800

FAX

営業日／月〜金 9：00〜17：00
定休日／土・日・祝日

0467-22-9900

〒248-0014 鎌倉市由比ガ浜2-7-22-2F

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。
翌日の朝食の一品として 調理品 200ml 牛乳 も配食
しています。

●福祉クラブ組合員
●組合員外利用者
●鎌倉市配食利用者

1食
1食
1食

皆さまお揃いでぜひお越しください。
皆さまお揃いでぜひお越しください。
東日本大震災被災地支援にご寄付をいただいた方々
（平成２６年１０月１日〜平成２６年１２月３１日）（順不同）

地 域
鎌倉地域

玉縄地域

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

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

●ミュージックボックス

様
日本総合書芸院 様
●円覚寺 様
（特に子どもたちのために）
●公益社団法人

●奥畑

泰徳 様

３８７，
８３９円
（順不同）

●神奈川県自転車商協同組合
●日の本千代美後援会

様

様

●ラファエル会後援会

●鎌倉市グラウンド・ゴルフ協会
●鎌倉商工会議所

ご寄付ありがとうございました。

市と市社会福祉協議会（以降「市社協」という。）は、地域福祉を
推進するため、協働で市社協の「第四次地域福祉活動計画」ともな
る計画の策定を進めています。
このたび、この計画の案がまとまりましたので、市民の皆さんにご
覧いただき、ご意見やご提案をいただきたいと思います。

意見募集期間
平成27年2月9日（月）〜平成27年2月27日（金）
計画（案）は、市社協のホームページ、または、市社協・各老人福
祉センター等でご覧いただけます。提出方法・書式等については、
市社協ホームページ等をご覧ください。

個人 1 名、
団体 7 団体

募集

工業部会 様

賛助会員

鎌倉市社協の活動に賛同し
会員となっていただける方募集
市社協では、市民の皆さまと共に鎌倉市の福
祉の向上と、「誰もが安心して暮らせる地域づく
り」の実現を目指しています。地域福祉推進の活
動に賛同していただける方、前年度と同様に継続
してご協力いただける方、皆さまのお力添えをお
願いいたします。

会費

様

一口

１,０００円（年額）

※一口以上
何口でも

●銀行振込の場合は、お電話（☎２３-１０７５）でその旨を
ご連絡いただき、下記口座へお願いいたします。

スルガ銀行 鎌倉支店
（普）
128 5 8 4 5
しゃ かい ふく し ほう じん かま くら

し しゃ かい ふく し きょう ぎ かい

社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会

かいちょう

会長

たすけあい」
「いずれ自分が使う・使いたいサービスを自

＊介護に関する福祉相談もお受けいたします。

●かまくら愛の郷

様
様

社協窓口にてお申し込みください。

福祉クラブ生協は鎌倉で活動して２３年。
「お互いさまの

電話０４６７−４８−３９５５

様

●ＡＭＤＡ鎌倉クラブ

２５４，
８１５円

ご寄付金額

福祉クラブ生協 鎌倉センター
TEL.0467-47-8341

団体３団体 ご寄付金額

（平成２６年１０月１日〜平成２６年１２月３１日）

【お問い合わせ総合窓口】

キッチンかまくら

ご寄付ありがとうございました。

福祉活動振興基金にご寄付をいただいた方々

つくり、
自宅での暮らしをお手伝いします。

詳しくはお問い合わせください。

鎌倉市台5-2-3

※その他、ご不明な点がありましたら、お気軽にかまくらボランティアセンターまでお問い合わせください。

分たちで作ること」をモットーにさまざまなサービスを

972円
（税込み）
1296円
（税込み）
756円
（税込み）

食事サービスW.Co

STEP3 必要があれば、ボランティア保険の加入や研修を受講して、活動開始です！

●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。

問合せ先 鎌倉市社会福祉協議会 地域福祉係 電話
（２３）１０７５

手作りの夕食をお届けします

に問い合わせてみましょう。

問合せ先 かまくらボランティアセンター 電話（２３）１０７５（鎌倉市社会福祉協議会内）

地域福祉推進のための計画にご意見を
老人福祉センター
ＰＲイベントのお知らせ

STEP2 自分に合ったボランティアが見つかったら、主催する団体や企業

団体

▲自治会主催の
車いすの取扱い講座

http://www.kamakura-shakyo.jp/volunteercenter/

個人

夏休み
交流サロン
▶

福祉法律相談開催のお知らせ 受 付 中

内

平成２７年度

腰越地域
深沢地域
大船地域

講座などのご案内

■地域の公共施設（市役所や図書館等）で、ボランティア募集案内やチラシを
探したり、各福祉施設に問い合わせる。
■まちの清掃やビーチクリーンを行っている自治会もあるため、各自治会に
問い合わせたり、周りの人に聞いてみる。
■かまくらボランティアセンターに市内のボランティアグループについて
問い合わせるなど。
※当会のホームページから「かまくらボランティア紹介」を閲覧できます。

団体

深沢地域の皆様と顔の見える地域づくり・支
え合う地域づくりに取り組んでいます。

ボランティアは、地域密着型から国際貢献までさまざまな種類があ
り、ごみを拾うことやペットボトルのキャップをリサイクルすることも
ボランティアの一つです。
自分にできる事や自分に合っている事を見つけることがボランティ
ア活動への近道です。

STEP1 情報収集をして、自分がやりたいボランティアを見つけましょう。

その他、介護などの相談を、ケアマネジャー、社会福祉
士、看護師等のスタッフがお受けします。

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。

老人福祉センター

「大誘拐 RAINBOW KIDS」
〜要約筆記サークル
「あ・うん」
と共催の
地域福祉推進事業〜
場 所 名越やすらぎセンター 大広間
日 時 2月18日
（水）
13：30〜15：30
★申込み・問合せは名越やすらぎセンターへ
★定員５０名、無料（定員になり次第、締切となります。）

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！
日時： ３月１０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
講師： 鎌倉市資源循環課職員
参加費：１００円

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。

地域との関わり

内 容 字幕付き邦画

参加自由（60歳以上の方）ぜひお越しください。

問合せ先 電話
（６１）２６００

◀専門家とともに
音楽を楽しむ

2月1日より受付開始

『家庭系ごみ有料化に向けて』

（注）日時が変更になることがありますので、ご了承願います。

サークル作品展 & サークル舞台発表会

▲3.11を忘れないALL鎌倉映画祭2014
9月エキシビジョン講演会 「要支援者の避難パート２」

「ボランティアをやってみたいけれど、どうすれば始められるのか、わからない…」
というお問い合わせが多く寄せられています。今回は、ボランティアの始め方につい
て、ご紹介します。

５月１３日（水） ●平成２７年 １１月１１日（水）
●平成２７年 ７月１３日
（月） ●平成２８年 １月１２日（火）
●平成２７年 ９月１４日
（月） ●平成２８年 ３月１１日（金）

サークル舞台発表や作品販売、社会福祉施設や地
域商店による模擬店、親子陶芸体験教室、公開講座、
ブックバザーなどを開催しています。

東日本大震災を契機に鎌倉市地域災害弱者
防災支援連絡会議の皆様と、要支援者の避難に
ついて話し合いの場づくりに取り組んでいます。

ボ ラ ン テ ィ ア の始め方

ティールームのご案内・講演会の開催

●平成２７年

年１回、生涯学習センターで活動の成果を発
表しています。
（H26年度：出展34サークル384名、発表12サークル156名）

映画鑑賞会のお知らせ

地域包括支援センター
鎌倉市社会福祉協議会から

うめ ざわ

梅澤

よし のり

淑弼

