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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。

ふれあいいきいきサロン・生きがいミニデイサービス 活動再開!!
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、自粛
期間が続いていましたが、緊急事態宣言が解除となり、
活動を休止していた高齢者や地区ごとの集いの場「ふ
れあいいきいきサロン」や「生きがいミニデイサービ
ス」が徐々に再開しはじめました。
地域活動の自粛から運動不足、孤立やつながりの低
下等が懸念されています。まだまだ予断を許さない状
況ではありますが、今できる範囲で、少しずつ地域活
動へ参加していきましょう。
新型コロナウイルス感染症に気を付けて

サロン・ミニデイに参加するための留意点

☆「３つの密（密閉、密集、密接）」を避け、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い」を心がけましょう☆

～感染拡大を防ぐためのポイント～

♢毎日、体温を計測し、体調を確認しましょう
♢体調が悪いときは休みましょう
♢症状がなくてもマスクを着用しましょう
♢こまめに、水と石けんで丁寧な手洗いを心がけましょう
♢１時間に２回以上の換気をしましょう
♢お互いの距離は、互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上空けま
しょう
♢会話をする際は、正面に立たないように気をつけましょう

～体操など身体を動かす時～

♢マスクを着けて運動をする場合は、無理をせず、早めに休憩を取
りましょう
♢熱中症予防のため、こまめに水分補給や室温を調整しましょう

～食べたり、飲んだりする時～

♢座席は、横並びで座るなどの工夫を行いましょう
♢料理は個々に分けて、茶菓は個別包装されたものを選びましょう
♢食器・コップ・箸などは、使い捨てにしたり、洗剤で洗いましょう

葉山福祉まつりの開催を中止します
毎年秋に開催しておりました「葉山福祉まつり」は、多くの来場者が見込まれることから、新型コロナウイルス感染症の感染予防を徹底
しての実施は困難であると判断し、中止とさせていただきます。
開催を楽しみにされていた皆様には申し訳ございませんが、ご理解・ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。
〔主な掲載記事〕
◎ふれあいいきいきサロン・生きがいミニデイサービス 活動再開!!… ………
◎葉山福祉まつりの開催を中止します… ………………………………………………………………
◎社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会 令和元年度 事業報告
（概要版）… ………
◎平成31（令和元）年度決算報告（概要）
・貸借対照表… ………………………………
◎葉山町社会福祉協議会の理事および評議員の交替のお知らせ………………………
◎企業や店舗等を営む皆様へ 法人会員加入のお願い………………………………………
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◎共同募金運動 皆様のご理解とご協力をお願いいたします… ………………………
◎～コロナ自粛下の活動をご紹介します～ 堀内地区協議体… ………………………
◎生活支援コーディネーターが地域を歩いています… ………………………………………
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社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会 令和元年度 事業報告（概要版）
「はっぴぃで やさしい まちづくり」をキャッチフレーズに、地域と行政と協働し誰もが自分らしく安心して暮らすことができる福祉
のまちづくりを目標として様々な福祉活動を展開しました。皆さまのご理解とご協力により、昨年度も多くの事業を実施することができま
した。詳細は葉山町社会福祉協議会ホームページからご覧いただけます。 URL：www.hayamashakyo.com

令和元年度事業報告（概要）
法人運営

はやま住民福祉センター

・理事会の開催…5回（内書面1回）

地域生活を送る上での困りごとの相談や小地域福祉活動、ボランティア活

・監事会の開催…4回

動など住民の方々、民間団体の方々が主体の福祉活動の支援を行いました。

・評議員会の開催…2回（内書面1回）

◆総合相談事業

・評議員選任・解任委員会の開催…2回

・生活相談217件

・福祉貢献者表彰式の開催…2月21日（金）9人＋2団体
・会費の確保
一般会費…8,152世帯 3,967,625円
賛助会費…83件 384,000円

1人

・個人登録ボランティア…53人

団体登録

・地域包括ケア推進研修
コミュニティソーシャルワーク基礎研修等…6回

他

延べ96人

・地域福祉推進研修
小地域福祉活動入門講座…1回

35人

・送迎ボランティア養成研修…3回

延べ50人

・手話奉仕員養成講座（入門課程）の開催…16人

基金運営
・ともしび基金運営…6件

45団体

◆福祉教育・人づくり事業

・葉山町社会福祉協議会だよりの発行…4回
・ホームページ、ブログ等の管理

活動相談64件

・相談員研修事業…1回

・点訳ボランティア養成講座（中級編）の開催…1人
98,792円

・夏休み福祉活動体験学習の開催…13施設

・ボランティア活動振興基金運営…0件

0円

48人

◆組織化事業
・小地域福祉活動推進組織設置・運営支援（会合等参加）
木古庭福祉委員会…5回
上山口福祉活動推進員会…10回

他団体の事務局運営

下山口福祉活動きづなの会…13回
一色地区福祉の輪「ぬくもり」の会…16回

・神奈川県共同募金会葉山町支会
赤い羽根募金総額…4,231,565円
年末たすけあい募金総額…4,033,074円

一色地区町内会エリアごとのヒアリング…4回
堀内地区たすけ愛隊定例会…13回
長柄（長柄下・長柄町内会）地区ネットワーク会議…11回

・葉山町老人クラブ連合会の事務局運営

葉桜福祉センター定例役員会…8回
イトーピア福祉友の会…7回
・小地域福祉活動推進組織補助事業…5地区
・ふれあいいきいきサロン助成…16団体

介護サービスセンター

377,519円

390,000円

・葉山災害ボランティアセンター設置運営訓練会議…5回

高齢者や体が不自由な方の在宅生活を支援するため、介護の相談や家事お
よび介護サービスの提供を行いました。
◆介護保険サービス

・失語症基礎講座…1回

・ケアプランの作成…1,633件

・災害時要援護者ネットワークづくり事業…対象者861人

予防プラン157件

・訪問介護…援助時間3,429時間
◆障害者自立支援サービス…利用者6人 援助109時間
◆ホームヘルプサービス（自費型）…延べ利用者129人 他

30人

・失語症会話カフェ…設置準備会6回

カフェ開催6回

・葉山町生きがいミニデイサービス事業…20団体
・年末たすけあい運動助成事業…財源活用委員会
小規模助成…21団体
一般助成…7団体

791,000円
295,000円

災害ボランティアセンター助成…1団体

100,000円

・印刷機、綿菓子機、ポップコーン機等機材の貸出…175件

葉山町地域包括支援センター

◆はやま住民福祉センター運営等事業

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも心身ともに健康で、安心・安全に暮
らしていくことができるよう、総合的な相談・支援を行いました。

・はやま住民福祉センター運営委員会…4回

・相談件数…949件

◆在宅援護事業等
1,582件

委託

340件

・認知症カフェの開催…8回 延べ75人
・体操教室「ごりっぱ」「おたっしゃ」の開催…49回
・地域等の会合に参加し講話など…44回
・あたまの健康チェックの実施…2回
・認知症サポーター養成講座…5回

・小地域福祉活動推進連絡会…4回
・法外援護費の支給…2人

488人

2,000円

・車いすの貸与…41件／ 58台
・たすけあい資金貸付…新規相談49件、新規貸付3人
◆介護用品支給事業…166人

16人
137人

5回

1,875,000円

小地域支え合い助成…4団体

・介護プランの作成…直営

334回

他

支給数1,752品

◆生活支援体制整備事業の実施
・第2層協議体の運営と支援
上山口地区
堀内地区

11回
30回

下山口地区
長柄地区

13回

11回

一色地区

葉桜地区

8回

17回

◆葉山あんしんセンター
専門員

1人

相談1,915件

生活支援員

6人

サービス提供430件

専門員訪問317件

◆生活福祉資金貸付事業
延貸付相談件数

357件

借受者数

15人

他
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平成31（令和元）年度決算報告（概要）

令和2年3月31日現在

貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位：円）
収

入

会費
寄付金
補助金
受託金
貸付事業収入
事業収入
介護保険
障害者自立支援
受取利息
その他の収入
施設整備等による収入
その他の活動による収入
前期末支払資金残高
合
計

金額（円）
4,351,625
698,792
65,443,980
26,277,198
90,000
1,523,054
72,872,238
442,224
2,019,807
205,003
378,000
25,287,661
61,538,120
261,127,702
差引残額

支
出
法人運営
基金運営
はやま住民福祉センター
在宅援護
福祉サービス利用援助
貸付
介護サービスセンター
地域包括支援センター

金額（円）
83,050,522
7,977,904
24,219,830
2,314,301
4,536,280
2,001,700
38,795,127
28,461,470

合

計

69,770,568円

下記のとおり役員改選および評議員の交替がございましたので、ご報告させていた
だきます。この度、ご退任されました皆様方におかれましては、この場をおかりし
まして心より御礼申し上げます。（敬称略・順不同）

【理事】
髙階

あゆみ

歩

旧 理 事
仲野 美幸

選 出 区 分
社会福祉に関係のある行政機関

任期：令和2年6月18日～令和3年度定時評議員会終結時

新 理 事
もり や

としひろ

守谷 寿浩

旧 理 事
伊東
強

選 出
町内会連合会

区

分

任期：令和2年8月24日～令和3年度定時評議員会終結時

【評議員】
新評議員
と がし

とし お

冨樫 俊夫

旧評議員
益田 孝彦

産

の

部

負

債

の

部

流動資産

76,415,840

流動負債

6,645,272

固定資産

423,383,126

固定負債

99,852,650

基本財産

1,000,000

その他の固定資産

負債の部合計

422,383,126

純

資

106,497,922
産

の

選 出 区 分
社会福祉に関心を持つ団体

部

基本金

資産の部合計

499,798,966

1,000,000
235,510,794

その他の積立金

85,000,000

次期繰越活動収支差額

71,790,250

191,357,134

葉山町社会福祉協議会の理事および評議員の交替のお知らせ

新 理 事

資

基金

※収支差引残額につきましては、令和２年度への繰越金（基金原資の積立金含む）となります。

たかしな

（単位：円）

純資産の部合計

393,301,044

負債及び純資産の部合計

499,798,966

企 業や店舗等を営む皆様へ

法人会員加入のお願い
「葉山町を暮らしやすい街にしたい！」これは、葉山町に住んでいる方も、企業や
店舗等を経営されている方も皆さんが願うことかと思います。しかし、
「安心や便利」
と感じることは、人それぞれに違いがあります。葉山町社協は、地域で暮らす方々
の様々な声を吸い上げ、地域の皆さんと共に、問題を解決していくために、地域で
懇談会の開催や、地域の福祉活動を支援いたします。そのためには、地域でご活躍
の企業や店舗等の皆さんのご協力とやさしいお気持ちをお借りして、「はっぴぃで
やさしいまちづくり」を共に築きあげたいと思います。法人会員に加入することは、
会費を納入することにより、地域の福祉活動に参加・支援をしていただいているこ
とになります。
会費としていただいたお金を使って、打ち上げ花火のような目立った活動を行う
ことはできませんが、地域に「やさしさの種」をまくことができます。
また、会費は税制上の優遇措置を受けることができますので、一般の寄附金とは
別枠で、損金の額に算入することができます。ぜひ葉山町社協のサポーターになっ
てください！
よろしくお願い申し上げます。

法人会費：一口 3,000円以上
ご連絡をいただければ集金に伺います。

任期：令和2年6月12日～令和3年度定時評議員会終結時

神奈川県共同募金会葉山町支会（葉山町社会福祉協議会内）
皆様のご理解とご協力をお願いいたします
皆様のご理解とご協力をお願いいたします
今年も、
「赤い羽根募金（10月）
」と
「年末たすけあい募金（12月）
」を実施させていただきます。
今年は「つながりを絶やさない社会づくり」を全国共通テーマに、
コロナ禍での支援事業や災害支援事業とともに、地域福祉を推進します。

【 昨年の“募金実績”と“配分実績”】

寄付金総額 8,264,639円

赤い羽根募金
４，
２３１，
５６５円
年末たすけあい募金 ４，
０３３，
０７４円

“赤い羽根募金”のつかいみち

“年末たすけあい募金”のつかいみち

★葉山町内の在宅福祉サービス（家事介護・配食）団体の活動費
⇒ 2団体 400,000円
★葉山町内の福祉施設の整備費として ⇒ 1団体 1,100,000円
★神奈川県内の福祉施設・団体などの活動費・整備費等 ⇒ 209,639円
★葉山町社協の2020年度事業費（※）
⇒ 2,521,926円

★年末たすけあい援護費
公開プレゼンテーション審査会を経て
住民主体の福祉活動に対して助成
⇒ ７団体 1,875,000円
★葉山町社協の2020年度事業費（※）
⇒ 2,158,074円

（※）2020年度葉山町社協では共同募金配分金を以下の各事業などに活用させていただいています。

地域の福祉活動への助成事業

3,042,000円

・ふれあいいきいきサロン助成事業
・小地域福祉活動推進組織助成事業
・年末たすけあい運動助成事業 など

地域のサロンやボランティア活動などの様子
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その他地域福祉に関する事業

1,638,000円

・各種講座の開催
・介護用品のお届け
・はやま市民活動ガイドブック発行
・活動資機材の貸出 など

講座の開催

介護用品のお届け

はやま市民活動ガイドブック発行

生活支援コーディネーターが地域を歩いています

～コロナ自粛下の活動をご紹介します～

堀内地区協議体

生活支援コーディネーターは、葉山町役場から委託を受け、生活支援サービ
スを担う多様な事業主体と連携しながら、日常生活上の支援体制の充実・強化
及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的とした介護保険
制度における介護予防に関する生活支援体制整備事業の担当者です。
下の図は、生活支援コーディネーターが地域を歩き、ネットワークづくりを
しているイメージです。

①みんなの押し花プロジェクト（団体ネットワーク活用）
お庭の一輪の花から～湘南国際村センター・葉山ハートセンターの
医療従事者・職員・療養中の方々へエールと感謝、早期収束を願って、
押し花タペストリーや収穫したジャガイモ等を寄贈。

②貯筋運動・動画配信（健康維持・孤立防止支援・kazapla機能活用）

お店のカフェスペースを
休みの日に使ってもらって
喜ばれました

力持ちの助っ人が
見つかった！

＃葉山堀内協議体

茶話会

サークルに
仲間が
たくさんいたわ

休止中もご家庭での運動
啓発一助に、様々な担い
手が動画で登場。

協力企業

ボランティア団体

※町HPにも掲載されています

③「テレワーク会議」実施（kazaplaリモート機能活用）

自粛下も途切れず毎月定例会を継続開催。（Google Meet）
「堀内協議体コア会議」「堀内たすけ愛隊」「なでしこ」

老人会等
講話をしてもらって
役にたったよ

文化系集まり

運動系集まり

◎今年度整備している「風早互近助支援プラットフォーム
（kazapla）」は安心安全のG-Suite有償アカウントを活
用しています。関心のある方・団体は登録可能、いつで
もお問合せください。info@kazahaya-platform.org

広いグランドは
いいねぇ！

茶話会で良い先生と
出会えたの

高齢者のみなさんとみなさんを支える人、支えるしくみを応援します!!

新たな人 生をスタートさせてみませんか？
国際ソロプチミストは世界130の国と地域に3,000クラブ約80,000名の会員を持ち、国連の経済社会理事会（ECOSOC）総合資
格を持つ数少ない女性のNGOです。
私たち国際ソロプチミストアメリカ日本東リジョンが属するアメリカ連盟には、20の国と地域に約33,000名の会員がおり、女性と
女児の生活の向上を目指して活動をしています。
アメリカ連盟の代表的プログラム「夢を生きる：女性のための教育・訓練賞」（旧「女性に機会を与える賞」）は、1972年以来、今以
上の教育や技能訓練を得ることによって、より良い生き方を目指している女性を応援し、賞金を提供しています。

夢を生きる女性のための教育・訓練賞

3名

応募資格があるのは次のような女性です。
家族に対して主な経済的扶養責任を負っている。
現在、職業・技術訓練プログラム、専門学校、短期大学、大学の学部
課程（大学院を除く）に在籍中、もしくは入学許可を得ている。

リジョン賞
1位 1名 5,000ドル
2位 5名 3,000ドル
（1・2位は連盟より資金提供の賞）
3位 10〜15名 200,000円
（東リジョンより資金提供の賞）
1名

経済的援助を必要としている。

連盟賞
10,000ドル（連盟より資金提供の賞）

クラブ賞
50,000円（クラブより資金提供の賞）

「夢を生きる：女性のための教育・訓練賞」の応募要領に関する詳細は、以下のクラブにお問い合わせください。

国際ソロプチミスト 子・葉山

後援

電話番号：090-7264-7664

逗子市
葉山町

☆
毎年行う
継続事業です
☆

Eメール：sizushihayama@soroptimist.net

応募締切日：2020年11月15日㈰

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
日常生活自立支援に関する窓口
貸付に関する窓口

はやま オレンジカフェ
～認知症の人、そのご家族を中心に、どなたでも自由に参加できます～

（コロナウイルス感染予防のため参加される方は事前に連絡いただけるようお願いいたします）

毎月最終週の 土曜日（８・12月休み）
１４：３０〜１５：３０
葉山町福祉文化会館 社会福祉協議会２階
会議室及びボランティア室
参加費 100円（飲み物と茶菓子代）

開催予定日
☆9月26日

☆10月31日

☆令和3年1月30日

＊送迎応相談

☆11月28日

☆2月27日

☆3月27日

下記にお問い合わせください

問い合わせ先：葉山町地域包括支援センター
TEL 046-877-5324 FAX 046-876-1873 E-Mail houkatsu@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
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

◆介護サービスセンター
住所：葉山町一色1437-3

ケアプラン作成・ヘルパー派遣に関する窓口
ハビテーション葉山013

TEL：877-1031 FAX：874-9311 E-mail：zaitaku@hayamashakyo.com

※高齢者に関する相談窓口

担当地区

堀内・長柄
一色・木古庭・上山口・下山口

葉山町地域包括支援センター TEL：877-5324
葉山町地域包括支援センター 清寿苑 TEL：878-8905

横須賀三浦地区ふれあい広場の開催中止について
この度、新型コロナウイルス感染症の影響により、毎年11月に横須賀市立
総合福祉会館にて横須賀三浦地区の障害のある方と地域の皆様との交流を目的
に実施しております「横須賀三浦地区ふれあい広場」を中止することといたし
ました。
問い合わせ先：ふれあい広場実行委員会事務局
三浦しらとり園 山田
電話 046-848-5255

Shakyo Hayama
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