
社会福祉協議会（社協）は地域福祉を推進しています。

福祉だより
ひらつか発行／社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

公式URL http://www.hiratsukasyakyo.jp/

社の字を図案化した

社協のマークです。

平成30年(２０１8年) 3月

〒２５４－００４７平塚市

追分１番４３号（福祉会館内）

ＴＥＬ０４６３（３３）１３７７

ＦＡＸ０４６３（３３）６５８８

https://www.facebook.com/hiratsukasyakyo/

このような活動は、皆様から寄せられた平塚市社会福祉基金と賛助会員会費・企業賛助会員会費

・共同募金などで賄われています。ご協力に感謝申し上げます。

▶平塚市社会福祉基金・・・昭和５６年からの寄附金と利息を事業に充てています。

▶賛助会費・・・地域の福祉を支えるために賛助会員制度があり、ご賛同くださった地域の皆様に

会員になっていただいています。賛助会費は、地区社協を通じて各地域で使われています。

▶共同募金・・・赤い羽根募金・年末たすけあい募金は、共同募金会が行う全国的な募金活動です。

次ページではさらに地域の活動を紹介いたします。

南原地区社会福祉協議会

高齢者いきいき活動

南原地区社会福祉協議会

高齢者いきいき活動

真土地区社会福祉協議会

ふれあいサロン

港地区社会福祉協議会

お楽しみ昼食会

富士見地区社会福祉協議会

高齢者ひとり暮らし給食会
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高齢者等を対象にした地区社協主催のサロンですが、

住民同志が繋がるきっかけの場にもなっています。こ

こ数年、介護予防を取り入れたプログラムも多くなっ

ています。地域の方がボランティア活動に参加する場

であるとともに、参加者する高齢者も得意なことを披

露できる、みんなで楽しめるのが特徴です。

ボランティア養成講座

湘南バンク港ベイサイドホールで開催された「港福祉

まつり」福祉疑似体験ブースの様子です。

「福祉事業所 地域マップ」作成への助成

障がい者の就職先を知っても

らう取り組みとして開催してい

る「福祉事業所合同説明会・見

学会」で配布されました。

次回説明会は、平成30年

５月１６日水曜日に開催予定

です。

問い合わせ先

実行委員会（ありんこの会 高橋）

090-3815-7541

住民の方が自主運営する、子育て中の親子の交流

の場です。市社協作成の冊子「子育て応援団体！」

にサロンの情報を掲載してます。

（福祉会館、公民館等に配架）

ふれあいサロン

七夕飾りを製作中（田村地区ふれあいサロン）

講師指導のもと、皆で歌いながら体も動かします

（土沢サロン）

ふれあい広場

各地域で交流のイベントとして開催されています。

子育てサロン

おはなしひろば「イルカのおやこ」

■年末たすけあい募金配分金にて ■赤い羽根募金配分金にて

■平塚市社会福祉基金

助成金にて

■年末たすけあい募金配分金にて

ここで紹介した「ふれあいサロン」

など地区の活動を、地域支えあいブログ

で紹介しています。ぜひご覧ください。

■赤い羽根募金配分金にて

地域のサロン活動を支援する目的で開催した、地区

社協サロンボランティア向け講座です。ボランティア

センターでは、平日ボランティアスクールをはじめ各

種講座を行っています。

また、手話・点字・音訳・傾聴・要約筆記などの専

門ボランティア講座もあります。各講座の様子はボラ

ンティアセンターのブログをご覧ください。
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社会福祉基金への寄附

あたたかい善意ありがとうございました
平成２９年６月から平成３０年１月まで

【平塚市社協地域支えあい】

http://hiratsukatiiki.blog.fc2.com/

【平塚市社協ぼらんてぃあせんたー】

http://hiratsukavc.blog.fc2.com/

【福祉会館】

http://fukushikaikan.blog.fc2.com/

【南部福祉会館】
http://nanbufukushikaikan.blog.fc2.com/

敬称略、順不同

神奈川県共同募金会平塚市支会からのお知らせ

■ 第４１回神奈川県福祉作文コンクール 入選おめでとうございます。

本年度は小・中学校合わせて２７５校 ９,６２１篇もの作品が寄せられ、平塚市から４編が入選しました。

☆小学校の部 優秀賞 「みんながつながる社会」 土屋小学校 ６年 小清水 伊織

☆中学校の部 最優秀賞 「小さな勇気」 神明中学校 ３年 春木 日菜子

「私と弟」 市内中学校 ２年 小林 愛海

優秀賞 「祖母の介護で感じたこと」金旭中学校 ２年 村山 瑞紀

■共同募金にご協力、本当にありがとうございました。

赤い羽根共同募金 １９,８９２,０３５円

年末たすけあい募金 ２０,８７７,５５２円

（平成３０年１月３１日現在）

湘南ベルマーレの協力によりホームゲームで募

金を行いました。キングベルⅠ世も登場

磯崎輝夫 8件

一般社団法人神奈川県公営競技弘済会 理事長 柏木昇

イトーヨーカドー労働組合 食品館ららぽーと湘南平塚支部

ひまわり会（ひまわり歌謡教室）代表菊地祐子

家庭倫理の会湘南中央平塚支部有志 6件

生命保険協会神奈川県協会

神奈川土建一般労働組合 平塚支部 金目分会

真田ひまわりグループ

手芸サークルみどり会

湘南カラオケ同好会（湘南カラオケ連合会）

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

三菱ケミカルＭＰ労働組合（旧樹脂）

湘南蘭友会

進藤好造

世界心道教平塚教会

匠建設株式会社 2件

大門三郎後援会

中央労働金庫平塚支店推進幹事会

ニチイケアセンター湘南神田

日産車体工長会

平塚カトリック教会

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

平塚友の会

平塚バプテスト教会

福祉会館窓口募金箱

舞踊愛好会

小野美水子

レインボー健康体操

和裁趣味の会

塩田澪子

コーラスさくら会

匿名７件

合計 54件 1,723,321円

交通遺児への寄附

・平塚市交通安全協会ゴルフ愛好会 ・港地区自治会連合協議会（港地区と港交通支部・港地区盆おどり）

・神奈川県自転車商協同組合 合計 ３件 187,652円

児童福祉への寄附

・匿名８件 ・河内地蔵のお賽銭 ・小林正男 合計 10件 75,000円

ららぽーと湘南平塚、平塚駅で街頭募金を行

う民生委員さん。 平塚駅で園児さん大きな声で呼びかけています。

※ 各事業の最新情報はこちらから
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「福祉だよりひらつか」は皆様からの賛助会費と赤い羽根共同募金の配分金により発行しております。

送迎用車両（ふくふく号）

平成２９年度企業賛助会員名簿（敬称略、順不同） 「ご賛同ありがとうございました」

（特）障害児・者・家族サポート事業所スプラウト 平塚交通（株） （株）サカエヤ 椎野正己司法書士法人

（株）平塚ハマフォーム商会 （株）田中工務店 （株）へいあん （有）ピージーエルジャパン

（特）ワーカーズ・コレクティブういず シマヤ工業（株） 平塚商工会議所 平塚港庄三郎丸

（特）ワーカーズ・コレクティブ笑顔 （株）三藤 日本ユピカ (株） （株）小長井治郎商店

ネッツトヨタ神奈川（株） （株）片野屋 （株）ヒラボウ （財）平塚市交通安全協会

湘南ケーブルネットワーク（株） 山岸塗装（株） 扶桑工業（株） クリエーティブカミヤ（株）

（株）コンプレッサの三貴 （株）特別警備保障 （株）ニチイ学館 株式会社カナメ経営会計

（株）ネモト・ルミマテリアル 神田交通（株） 川口金属（株） （株）湘南美装

（有）大進 保険のVendor 荒井商事（株） みずほ証券（株） 日本パーカライジング（株）

（特）ワーカーズ・コレクティブかめさん 株式会社米善本店 （株）MACK 高砂香料工業（株）

東海製茶（株）小林茶舗 平塚化成（株） 美川ボデー（株） （株）しまむら

株式会社横浜テクニカ （株）根布工業 （株）葦 （株）平塚イトウネジ

相原公認会計士事務所 油機工業株式会社 （株）原電気商工 （株）川合工業所

湘南ステーションビル（株） 神田鉄工（株） 高崎金属（株） （株）中尾住器

湘南倉庫運送株式会社 松本運輸機工（株） 坂尻モータース 廣榮企業（株）

（有）テラコーポレーション

「平塚市くらしサポート相談」

(生活困窮者自立相談支援事業)

生活・仕事・病気等のことなどで

お困りの方の悩みに平塚市社会福祉協議会

の専門スタッフが寄り添いながら、他の専門機関と連

携して解決に向けた支援を行います。何かお困りごと

や不安がありましたら、まずはご相談ください。

★生活福祉資金等貸付制度の相談窓口を併設

問合せ： 平塚市くらしサポート相談

平塚市役所 本館1階 128番窓口

電 話： ０４６３－２１－８８１３（直通）

ＦＡＸ： ０４６３－２１ー９７４２

相談日時：月～金 午前８時３０分～午後５時

平成２９年１１月３０日、マックスバ

リュ平塚河内店・平塚四之宮店様、ザ・

ビッグ平塚真田店様より、リサイクル活動の

収益金で購入された車いすを寄贈していただ

きました。

けがや、一時的

な通院、介護保険

の認定がおりるま

での期間など、一

時的に車いすが必

要な場合貸し出し

用として使わせて

いただきます。

自動販売機が募金箱になります！？

赤い羽根募金がいつでもでき

る自動販売機が市内に設置され

ています。売り上げの一部が

募金されますので、ご協力を

お願いします。

商品を買うと一定額（または

一定割合）が寄附できる自動販

売機の設置を推進しています。

設置にご協力いただける事業者や個人の方

はお問い合わせください。

問合せ： 神奈川県共同募金会 平塚市支会

平塚市追分１－４３（福祉会館２階事務所内）

電 話： ０４６３－３３－１３７７

点字図書購入費の助成

平塚市内在住の視覚障害１級・2級の方を対象に、点字図書購

入の一部助成があります。対象の図書や申請方法はお問い合わせ

ください。

問合せ： 地域福祉推進課（福祉会館1階事務所内）

電 話： ０４６３－３３－３１００

平塚河内店 三宅店長と木川会長

編集後記 地域福祉活動を紹介しまし

た。いかがでしたか。興味を持たれた方

は、一度参加してみては？お待ちしてお

ります。

「平塚市成年後見利用支援センター」
成年後見は、判断能力が不十分な方を「法的

に守り・支える」制度です。預貯金の管理、福祉

サービスを利用する契約、不動産の売買などの行

為や手続きをするとき、家庭裁判所が選んだ後見

人、保佐人等がご本人に代わって法的な役割を果

たしたり、援助することで安心して生活できるよ

うにする仕組みです。まず、電話でご相談くださ

い。面接相談で詳しくご説明をいたします。

問合せ： 平塚市立野町３１－２０

平塚栗原ホーム３階

電 話： ０４６３－３５－６１７５

ＦＡＸ： ０４６３－６３－３３７７

相談日時：月～金 午前９時～１２時

午後１時～５時

（平塚栗原ホーム東側に設置）
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