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社会福祉協議会は、

TEL 046-875-9889 FAX 046-876-1873
http://www.hayamashakyo.com/
E-mail shakyo@hayamashakyo.com

住民の皆さんの参加と協力によって運営され、
福祉のまちづくりをすすめている民間の福祉団体です。

プレザント・チャット会「なでしこ」堀内にオープン
年末たすけあい配分金助成事業
年末たすけあい運動の助成金を受けたプレ
ザント・チャット会が、４月７日
（火）
「 なで
しこ」をオープンしました。メンバーの自宅
を拠点に、ずっと元気でいるためのプログラ
ムを提供します。
介護保険制度が改正され、介護予防の分野
では、高齢者の参加の場づくり、住民の力に
よる介護予防の仕組みづくりが期待されてい
ます。
「なでしこ」はヘルパーの資格を持つ住民
の手により週１回ペースで実施される高齢者
向け介護予防や集いの場の活動です。
対

象

65歳以上で自力で会場まで来られ
る方（要介護認定不要）

費
日

用
時

1,400円／回
毎週火曜日11：00 ～ 15：00

場 所
問合先

葉山町堀内847（佐藤宅）
090-7246-1362 佐藤 節子氏
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はやま住民福祉センター

地域福祉総合相談事業のお知らせ

地域福祉総合相談事業とは、対象や年齢にとらわれずどなたでも相談できる窓口です。生活上の問題を抱える方、近隣等で問題を抱える方を発見
された時はお気軽にご連絡ください。
対象となる方の例
●どこに相談に行ってよいかわからない方、利用できる制度がない方。
→ 該当する相談窓口を紹介します。解決できる制度がない場合でも解決方法を一緒に考えます。
●ボランティアや近隣の支えあいを希望する方。
→ ボランティアや小地域福祉活動による支援をコーディネートします。必要があれば地域と共同で支援を行います。
●近隣や知り合いの方で、問題を抱えている方を把握された方。
→ 福祉サービス等を利用していない場合、当事者ご本人でなくても結構です。
●社会参加をしたい方。
→ ボランティア活動をしたい方、特技を生かしたい方の相談もお受けしています。介護予防のための社会参加相談も行っています。

担当者紹介

木古庭
上山口
下山口地区担当

千田

一色地区担当

齋藤

堀内地区担当

里佳

山下

淳

長柄地区担当

倉本

泰孝

高広

「葉山災害ボランティアセンター設置運営マニュアル VOL.1」が完成しました！
昨年度、葉山災害ボランティアネットワーク（HSVN）と７回の話し合いを重ね、作成を進めてきた「葉山災
害ボランティアセンター設置運営マニュアル VOL.1」が平成27年３月31日に完成しました。
「葉山災害ボランティアセンター」とは
葉山災害ボランティアセンターは、葉山町が大規模災害にみまわれた際に、葉山町災害対策本部と連携し、復
興期（地域住民主体のまちづくり）に移行するまでの間、葉山町内外からの応援を有効活用しながらニーズに対
応する役割を担います。葉山町社会福祉協議会が設置主体となり、HSVN等の住民との協働で運営します。
＜マニュアルの目的＞
このマニュアルは、
「葉山災害ボランティアセンター」の原則的な体制や主な業務などを定めて、日頃より共通
認識をすることで災害ボランティアセンターの設置と初期の運営の混乱を防ぐことを目的に作成しました。
＜マニュアルの内容＞
マニュアルには、センター開設から１日の流れ、業務フロー図、各班の役割等、センター運営に必要な内容が記載されています。
災害ボランティアセンター長
↓
総務班

広報班

ニーズ受付班

↑

ボランティア受付班

マッチング班

資材班

送迎班

しかし、マニュアルは原則的なものであり、実際には地震、津波、風水害など多様な被害が考えられるため、その時々の条件等を充分
に考慮し、臨機応変に対応していきます。今回完成したマニュアルは、毎年２月に行っている災害ボランティアセンター設置・運営訓練
等の場で検証し、必要に応じて見直しと修正を行っていきます。
編集：葉山災害ボランティアセンター連携会議
→葉山災害ボランティアセンターの運営及び災害時に備えた平常時の活動について、関係者・団体が連携するために必要な協議を行う会
議を定期的に行っています。

お問い合わせ
＜葉山町社会福祉協議会＞
TEL：875-9889 FAX：876-1873 E-mail：shakyo@hayamashakyo.com

◆法人運営

社会福祉協議会の運営に関する窓口

◎介護サービスセンター

ケアプラン作成・ヘルパー派遣に関する窓口

TEL：877-1031 E-mail：zaitaku@hayamashakyo.com

◆はやま住民福祉センター
福祉に関する相談窓口
地域活動やボランティア活動に関する窓口
日常生活自立支援に関する窓口
貸付に関する窓口
在宅福祉サービスに関する窓口

◆葉山町地域包括支援センター

高齢者に関する総合相談窓口

TEL：877-5324 E-mail：houkatsu@hayamashakyo.com

再生紙を使用しています。

パソコン講座のご案内（全22回）
初心者のためのパソコン講座が、2015年６月からスタートします。
内 容
パソコンの取り扱い
ワード（絵葉書、絵手紙、画像の編集、段落 等）
エクセル（エクセルの機能、出納帳、損益計算書 等）
デジカメ（画像の処理、編集、テレビで楽しむ 等）
初心者のための易しい講座です。高齢者、身障者歓迎します。
是非ご参加ください。
日 時
2015年６月１日から毎週月曜日９：30 ～12：00
場 所
葉山町社会福祉協議会２階
後 援
葉山町教育委員会
問合せ
NPO法人クリックメイト葉山ボランティアネット事務局
坪坂 ０９０−２５５５−３７９９
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平成27年度 社協会員募集と会費納入のお願い

ご協力ありがとうございました

～今年度もどうぞよろしくお願いいたします～

【賛助会員（法人、企業、個人商店、ボランティア団体）
】納入総額………４０３，
０００円

社協活動の財源は、県・町などからの受託金や補助金、
共同募金の配分金、寄付金、そして皆さんからの会費で
す。町民の皆さんのご理解とご協力により、社協の各種
事業は支えられています。
会費の納入については、昨年と同様に各町内会・自治
会にご協力をお願いしています。各町内会・自治会の役
員の方がご家庭にお伺いした際には、社協の活動内容な
どにご理解のうえ、ご加入下さいますようよろしくお願
いいたします。
また、各町内会・自治会に加入されていない方（世帯）
は、社協事務局（TEL：875－9889）までご連絡を
いただければ、職員がご自宅にお伺いさせていただきま
す。なお、社協事務局の窓口でも受付を行っております
ので、ご協力をお願いします。
◎一般会費
町内各世帯 ……………………… 年額一口

500円

社会福祉施設、社会福祉団体等 … 年額一口1,000円
◎賛助会費
本会の趣旨に賛同し、経費を助成する
各世帯、団体、法人 …………… 年額一口3,000円

平成26年度会費は、住みよい福祉のまちづくりのための
事業に充てさせていただきました。
（順不同、敬称略）

㈲アシストホーム、㈲建旺住宅不動産、日本料理

一葉、NPO法人おかげさまのめぐみ舎、よこすか

葉山農業協同組合、湘南葉山デイケアクリニック、グローバル産業㈱、ライフコミューン葉山、葉山
一色接骨院、㈾大門商店、玉蔵院、湘南グリーン介護老人保健施設葉山、特別養護老人ホーム葉山グリー
ンヒル、㈱葉山マリーナー、葉山町漁業協同組合、明照幼稚園、㈲タントテンポ、レストヴィラ葉山、
㈲葉山興業、ホリスティックメディカルクリニック、㈲葉山旭屋牛肉店、㈱ポジティブドリームパー
ソンズ、㈱ポジティブ、㈱葉山館、㈱横浜銀行、佐藤歯科医院、森戸大明神、長生館治療院、㈱湘南
サプライ、光徳寺、竹田医院、葉山町商工会、あけの星幼稚園、京急葉山交通㈱、サンユーリビング
㈲、㈲カラ、㈲友琉館、㈱三留モーター商会、㈱コラーナ、㈲根岸精工、福厳寺、㈲日の出園、仙光院、
㈱葉山国際カンツリー倶楽部、㈲稲葉石油、㈲片桐印刷、㈲カシマサービス、㈲福原プロパン、葉山
観光開発㈱、㈱ヌマタ、㈱メディケアー、㈲木村義肢工作研究所、逗子菊池タクシー㈱、逗子葉山ラ
イオンズクラブ、㈱葉山工務店、さといもクラブ葉山、NPO法人青い麦の会、NPO法人オーシャンファ
ミリー海洋自然体験センター、音訳の会 葉山やまばと、NPO法人クリックメイト葉山ボランティア
ネット、ケアフレンズ葉山、コミュニティー・ケア さくらんぼ、さくら日本語の会、サークル歌と
大正琴の花園、日本防災士会葉山町支部、葉山災害ボランティアネットワーク、葉山さろん、葉山手
話サークル クローバー、NPO法人 葉山っ子すくすくパラダイス、葉山点訳の会、葉山の交通問題
を考える会、はやま防災ネットワーク、葉山町身体障害者福祉協会、葉山町赤十字奉仕団、葉山町手
をつなぐ育成会、みどりの会、NPO法人 ワーカーズ・コレクティブ のぞみ、国際ソロプチミスト
逗子・葉山、葉山地区更生保護女性会

【一般会員（社会福祉施設、社会福祉団体）
】納入総額…………………………８５，
０００円
葉山はばたき、葉山清寿苑、幸保愛児園、逗葉歯科医師会、地域活動支援センター ポート、逗葉地
区保護司会、葉山町町内会連合会、葉山町民生委員児童委員協議会、一般社団法人葉山町シルバー人
材センター、葉山町ボランティア連絡協議会

夏休み福祉活動体験学習2015
～夏休みに貴重な体験をしてみませんか♪～
今年も「体験を通した福祉の学び」として、葉山町内の福祉施設などでの体験学習を開催します。
1．体験学習1日目【全体説明会】
（3日間の福祉施設体験学習を
行うにあたっての説明会）
7月24日（金）
10：00～11：30
葉山町福祉文化会館 大会議室

＋

２．体験学習2～4日目（3日間）【福祉施設などでの体験学習】
【体験学習先】

（1）高齢者施設
（3）保育園等施設
①介護老人福祉施設「葉山清寿苑」
⑥おかげさまのめぐ舎「おひさま保育室」
②介護老人福祉施設「葉山グリーンヒル」
⑦学童あおぞら
③生活リハビリクラブ葉山
⑧子育ちの里 食と遊 葉山にこにこ保育園
④木の下の介護「ライフコミューン葉山」
⑨葉山風の子「風の子保育園」
（2）障害者作業所
⑩葉山町立葉山保育園
⑤「葉山はばたき」
⑪葉山町子育て支援センター「ぽけっと」

＋
３．作文【体験学習4日目に作文を提出】
参 加 対 象 全日程（4日間）に参加し、体験学習終了後に作文を提出できる葉山町内在住・在学の中学生・高校生
申 込 期 限

6月19日
（金） ※期限厳守

募集定員を超えた場合は選考となります。

申 込 方 法 所定の参加申込書に必要事項を記入の上、各申込先へご提出下さい。
申

込

先

①葉山町立中学校の生徒 → 在籍する中学校へ参加申込書を提出
②私立中学校の生徒及び高校生
→ 葉山町社会福祉協議会（はやま住民福祉センター）へ提出

問い合わせ先

葉山町社会福祉協議会（はやま住民福祉センター）
TEL：046-875-9889

※体験学習先の日程・コースなど詳細は、
①葉山町立中学校の生徒には、6月上旬に中学校を通してチラシ（兼参加申込書）を配布させていただきます。
②私立中学校の生徒及び高校生は、6月上旬以降に葉山町社会福祉協議会（はやま住民福祉センター）までお問い合わせ下さい。チラシ（兼
参加申込書）を直接配布させていただきます。
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平成27年度

事業計画

「葉山町民のための、葉山町民による、葉山町民の福祉」
年齢や障害のあるなしに関わらず「生きづらさ」を感じている人が、いつまでも「地域の一員」として
暮らし続けられるよう、一人ひとりの生活問題を原点にしながら、本人の強み、日常生活圏域を基本に地
域のあらゆる資源を活用し、資源がなければ住民と共に作りあげ、本人の自立支援と福祉のまちづくりを
一体的にすすめてまいります。

平成２７年度より事務局体制を改編しました
平成26年度はやま住民福祉センターでの地域福祉総合相談事業を実施して明らかになった、サービス提供部門と地域
福祉部門の縦割りの解消、利益相反関係の解消、責任所在の明確化、人材の育成、介護保険制度の改正による介護サー
ビスセンターの健全経営を組織の運営方針として改善に着手します。
事務局体制をこれまでの法人運営部門・はやま住民福祉センター部門・在宅福祉サービス部門・地域包括支援センター
部門・介護サービスセンター部門の５部門を法人運営部門と介護サービスセンター部門を統合、はやま住民福祉センター
部門と在宅福祉サービス部門を統合し、法人運営部門・はやま住民福祉センター部門・地域包括支援センター部門の３
部門とします。下段をご覧ください。

平成27年度予算総額
歳

入

176,632,000円（前年度比＋2,628,000円）
（単位：千円）

会費収入
寄附金収入

歳

出

（単位：千円）

4,810

法人運営

70,702

725

基金運営

986

経常経費補助金収入

66,790

はやま住民福祉センター

受託金収入

34,619

障害サービス

3,180

229

ホームヘルプ

1,800

貸付事業収入
事業収入

2,105

介護保険事業収入

50,913

障害福祉サービス等事業収入

3,180

拠点区分間繰入金収入

3,789

サービス区分間繰入金収入

3,569

前期末支払資金残高

4,609

受取利息配当金収入

1,104

その他の収入

25,414

介護保険サービス

40,990

地域包括支援センター

33,560

190
合

計

176,632

合

計

176,632

事業や予算等の詳細は、事務局およびホームページで公開しております。また、日々の活動等ブログにて報告し
ていきますので、ぜひご覧ください！
ホームページ：http://www.hayamashakyo.com/
ブログ：http://hayamashakyo.blog.fc2.com/

平成27年度から葉山町社会福祉協議会の体制を一新しました!!
今まで、地域活動・ボランティア・日常の金銭管理・貸付・送迎など在宅福祉サービス等は別々で受付していましたが、
『はや
ま住民福祉センター』として受付窓口が一つになりました。また、
『介護サービスセンター』は、土曜日と祝日もサービスを提供
することとなりました。
法人運営

はやま住民福祉センター

TEL：875-9889

TEL：875-9889

◎社会福祉協議会の運営に関すること 他

地域包括支援センター
TEL：877-5324

◎高齢者に関すること

◎地域活動に関すること
◎地域の心配ごとや困りごとに関すること
◎ボランティア活動に関すること

ご相談・お問い合わせ内容別に直通電話があり
ます。お気軽にお問い合わせください!!

◎日常の金銭管理に関すること

介護サービスセンター
TEL：877-1031

◎ケアプラン作成や、ヘルパーの派遣に関す
ること

◎貸付に関すること
◎送迎など在宅福祉サービスに関すること
◎その他福祉の相談に関すること 他

配置換えをし
て事務所内の
雰囲気も変わ
りました。
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