社会福祉協議会（社協）は地域福祉の推進を使命とする団体です
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中学生ボランティアが活躍中

身近な地域で幅広い世代の
交流が行われています
岡崎地区社会福祉協議会では、地域の各団体や
多くのボランティアの協力のもと年間を通じて
様々な行事やサロンを実施しています。

小学生たちに元気をもらいました

昨年9月「ふれあい福祉のつどい」が開催されま
した。この行事は、75歳以上の方を対象に地区内
の福祉施設利用者も含めて約180名もの方が招待
されました。当日は、小学生による演技・空手演
武・ギター演奏・オペラ歌手による懐かしい歌等
を皆さんで楽しみました。参加者からは「久しぶ
りに知り合いに会えて嬉しい」「子どもたちに元
気をもらいました」との感想が寄せられました。

また、昨年11月には地域の皆さんが気軽に参加
し「ふれあい」を深め、「岡崎地区に住んでよ
かった」と実感できる住み良いまちづくりを目的
とした「ふれあい福祉まつり」が開催されました。
当日は幅広い世代の住民が参加し、世代間交流
の場ともなりました。模擬店・バザーも千客万来、
ポップコーンの無料配布も好評でした。設営から
運営に至るまで大住中学校の生徒の活躍が目を惹
き、地域の皆さんで楽しく過ごしました。

平成12年主任児童委員の就任以降、子育て支援サロン

活動のやりがいは、サロンに来ていた

「さくらんぼ」の立ち上げ等、⾧年にわたり岡崎地区社会福

子どもたちの成⾧です。０歳から知って

祉協議会（以下地区社協）の活動に携わってこられた金子さ

いるお子さんと登下校時の見守りで再会したり、

ん。地域に根差した活動を担う想いについて伺いました。

声をかけてくれたり、子どもたちの成⾧を地域で見守りでき

子育て支援サロンは、単に子供を遊ばせる場だけではなく、 ることがとても嬉しいと笑顔で話されました。
親同士の交流や知識を得てもらう目的があり、金子さんはご

今後も地区内の各団体で構成される地区社協の特徴を活か

自身の経験をもとに子育て支援に関心のある他のボランティ

し、広く地域の要望や課題に包括的に活動できるようにして

アと共に他地区の協力も得てサロン活動を続けてきました。

いきたい、と展望を語られました。
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第42回神奈川県福祉作文コンクールにて、神奈川県内から小中学校合わせて275校 10,379篇の応募が
あり、平塚市からは4人の方が入賞されました。
最優秀賞 神奈川県知事賞 「優しい声かけ」 浜岳中学校２年 川嶋大登さん
最優秀賞 神奈川新聞社⾧賞「手話を学んで」 港小学校 ４年 新倉桜苗さん
最優秀賞 神奈川新聞社⾧賞「自分にあたえられた人生の課題」旭陵中学校３年 星野章太さん
優秀賞
「あまい香りが教えてくれた大切なこと」みずほ小学校４年 三田果和さん
どの作品も自身の体験や身近な出来事が綴られ、胸を打たれます。
入賞作品はこちらからご覧ください。 ⇒「神奈川県社会福祉協議会ホームページ
福祉作文コンクール」

「ボランティア活動は理想社会を
実現するための手段でありたい」
「平塚点訳赤十字奉仕団」は、昭和38年の発足以
来、文字を点字に訳す活動をはじめ、その時代で
視覚障がい者が求める先駆的な活動にも取り組ま
れてきました。
昨年秋、55年間委員⾧を務める池田泰俊委員⾧
（写真中央）の米寿のお祝いが団員の手により盛
大に開かれました。団員からはボランティア活動
を続ける上で池田委員⾧の言葉が深く心に残り活
動の糧となっていることへの感謝の言葉が多く

寄せられました。
また今年度結成70周年を迎えた「平塚市視覚障
害者協会」からも、永年会員の声を真摯に受け止
めて活動を生み出してくれたこと、一緒に歩んで
きたことへの感謝の声が寄せられました。

【あたたかい善意ありがとうございました】

点字図書購入費の助成
平塚市内在住の視覚障がい１・２級の方を対
象に点字図書購入の一部助成があります。対象
となる図書や申請方法はお問合せください。
☎33-0007 ボランティアセンター

【社会福祉基金へ

くらしサポート相談
（生活困窮者自立相談支援事業）
が一緒に考え、他の専門機関と連携して解決に向け
て支援を行います。生活福祉資金等貸付制度の相談
窓口も併設しています。

2,421,768円】
敬称略、順不同

金内洋子
塩田澪子
細川ウォッチ（細川孝一）
一般社団法人神奈川県公営競技弘済会 理事⾧ 柏木昇
家庭倫理の会湘南中央平塚支部有志４件
神奈川土建一般労働組合平塚支部金目分会 会⾧ 松本恵一

☎21-8813
くらしサポート相談

コーラスさくら会＆りんどうの会

市役所本館１階128番窓口

国際ソロプチミスト平塚

8:30～17:00

手芸サークルみどり会

地域の子育て中のご家庭を応援しませんか
ファミリー・サポート・センターは、子育ての手
助けをしてほしい方（依頼会員）と子育てのお手伝
いをしたい方（支援会員）からなる会員組織です。
保育園や学童保育等の送迎、保護者外出時の預か
りなど依頼会員の希望する援助内容に応えられる支
援会員を紹介しています。
支援会員が安心して活動できるよう講習会を開催
しています。また、活動前にはあらかじめアドバイ
ザー立会いのもと双方の会員の顔合わせを行ってい
ます。

湘南ひらつか舞踊公演実行委員会（七夕まつり）
湘南平塚福祉芸能実行委員会
世界心道教平塚協会
中央公民館窓口募金箱
中央労働金庫平塚支店推進幹事会
日産車体工⾧会
平塚カトリック協会
平塚市ガス事業協同組合
平塚市仏教会（湘南説法会）
平塚川柳協会

三菱ケミカル労働組合神奈川支部平塚分会（旧樹脂）

平塚市ファミリー・サポート・センター

平塚モラロジー事務所中央地区一同

9:00～17:00

生命保険協会神奈川県協会
湘南蘭友会

車いすの寄贈ありがとうございました

和裁趣味の会

今年も、マックスバリュ平塚四之宮店、マックス
バリュ平塚河内店、ザ・ビッグ平塚真田店の各店舗
とそのお客様で牛乳パック、アルミ缶のリサイクル
活動に取り組まれた結果、車椅子１台を寄贈してい
ケガや病気での通院、旅行
や外出など、一時的に車いす
が必要な際の貸出用として活
用します。ご希望の方は下記
までお問合せください。
☎33-3100

湘南平塚あおぞら会

平塚バプテスト教会

☎34-7844

ただきました。

湘南カラオケ同好会（湘南カラオケ連合会）

平塚友の会

興味のある方は下記までお問合せください。

月～金曜日

合計55件

磯崎輝夫８件

生活・仕事・病気等でお困りの方に専門スタッフ

月～金曜日

平成30年6月～平成31年1月
寄附金は地域福祉事業を行う上で大きな支えと
なっています。下記種類の他、事業指定の寄附も
可能です。今後とも皆様のご協力をお願いいたし
ます。

スーパーD´ステーション平塚駅前店４件
匠建設株式会社２件
ニチイケアセンター湘南神田
（有）布和サービス
匿名８件

【交通遺児へ

合計3件

181,110円】

港地区自治連（港地区・港交通支部・港地区盆踊り）
平安協ゴルフ愛好会
神奈川県自転車商協同組合

【児童福祉へ

合計11件

78,700円】

河内自治会H11・12年度役員OB会

地域福祉推進課
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河内地蔵のお賽銭
小林正男
匿名８件

賛 助 会 費 に ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま し た
平塚市内の各世帯・事業所・企業等から社協の

趣旨に賛同いただき、多くの皆様に会員となってい
ただきました。
なお、会費の集金活動には、地区社協をはじめ、
民生委員児童委員、自治会町内会の皆様にご協力い
ただき、誠にありがとうございました。
この会費は、地区社協と市社協にて地域福祉のた
め大切な財源として活用させていただきます。

【平成30年度実績 1月25日現在】
○地区賛助会費
62,412件 19,637,348円
（特別賛助会費 217件 1,256,000円を含む）

○企業賛助会費（下記一覧）
63社 77口 385,000円

福祉のまちづくりにご協力いただいた企業等の皆さま
平塚交通（株）

（株）湘南美装

荒井商事（株）

ネッツトヨタ湘南（株)

コミヤ印刷（株)

（財）平塚市交通安全協会

（株）カナメ経営会計

ネッツトヨタ神奈川（株）

平塚商工会議所

廣榮企業（株）

（株）中尾住器

東海製茶（株）小林茶舗

みずほ証券（株）

日産プリンス神奈川販売（株） 油機工業（株）

椎野正己司法書士法人

（株）コンプレッサの三貴 （株）へいあん

（株）サカエヤ

（株）川合工業所

平塚化成（株）

日本ユピカ（株）

平塚港庄三郎丸

（株）コスモ・サイエンス 平塚電化工業（株）

山岸塗装（株）

日本パーカライジング（株）

神田交通（株）

（株）日装

敬称略 順不同

（株）テラコーポレーシ

（株）ヒラボウ

（有）鍋屋商店

（株）根布工業

（株）三藤

（株）横浜テクニカ

坂尻モータース

（株）関口商事

美川ボデー（株）

湘南倉庫運送（株)

湘南ステーションビル（株）

（株）郵生

（株）原電気商工

（株）田中工務店

（特）ワーカーズ・コレクティブういず

（株）米善本店

川口金属（株）

シマヤ工業（株）

相原公認会計士事務所

湘南サッシ（株）

丸島運輸（株)

（特）ワーカーズ・コレクティブかめさん

(特）ワーカーズ・コレクティブ笑顔

浅八丸

（株）MACK

（株）エス・ケイ・デイ

湘南ケーブルネットワーク（株）

扶桑工業（株）

高崎金属（株）

（株）片野屋

（株）リビングケア唯の家大神弐番館

（株）葦

根本特殊化学（株）

（特）障害児・者・家族サポート事業所スプラウト

平塚市在宅介護・医療連携支援センターが
学習会を希望する団体の皆さまのところに伺います
当センターは、平塚市から委託された医療介護関
係者の相談窓口です。各種団体が主催する学習会や
ワークショップにセンター職員が伺って、在宅医療
と介護の今とこれからを一緒に考えるお手伝いをし
ています。(右写真は、今年度ご協力した学習会の様子です)
☎75-9444
平塚市在宅介護・医療連携支援センター
平塚栗原ホーム内
月～金曜日9:00～17:00

新生活準備はいかがですか。市社協では、
次年度新たな地域福祉活動計画をもとに、
市内の地域福祉推進を目指して地域の皆様と活動に取り組
みたいと思います。よろしくお願いいたします。
最新情報はインターネット、ブログでもご覧いた
だけます。ぜひご活用ください。
・平塚市社協ぼらんてぃあせんたー
・平塚市社協地域支えあい～福祉のまちづくり～
・平塚市福祉会館（指定管理者）
・南部福祉会館（指定管理者）
・平塚市在宅介護・医療連携支援センター
・ひらつか地域介護システム会議

「福祉だよりひらつか」は皆様からの賛助会費と
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赤い羽根共同募金により発行しています。

