
有料老人ホーム 介護スタッフ（パート）募集!!

☆勤務日数・時間はご相談ください♪
 （早朝・夜間勤務できる方歓迎！）
待遇／各種社会保険完備、交通費支給、制服貸与、食費補助、
　　　年次有給休暇、資格取得支援、施設内研修有

《勤務地》 ライフコミューン北鎌倉
JR横須賀線北鎌倉駅より江ノ島電鉄バス大船駅・上大岡駅行にて
小袋谷下車徒歩6分

TEL.0120-777-920（採用担当） 受付/平日9:00 ～18:00
◆メール　recruit_kaigo@kinoshita-group.co.jp

無資格・未経験の方も歓迎！働きながら資格取得可能。
マンツーマンで指導するので、未経験者の方もご安心ください。
ご希望の勤務時間で働けるので、家事や子育て、趣味や習い事とも両立可能です。

鎌倉市台1595
●福祉クラブ組合員 1食   972円（税込み）
●組合員外利用者 1食  1296円（税込み）
●鎌倉市配食利用者 1食   756円（税込み）

詳しくはお問い合わせください。 

食事サービスW.Co キッチンかまくら 
鎌倉市台5-2-3　　　       TEL.0467-47-8341  

手作りの夕食をお届けします
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。

手作りの夕食をお届けします手作りの夕食をお届けします
 

地域包括支援センター
鎌倉市社会福祉協議会から

地域包括支援センター
～お気軽にご利用ください～

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。
●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。

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

鎌倉地域

腰越地域
深沢地域
大船地域

玉縄地域

(61)2600
(23)9110
(38)1581
(41)4013
(43)5977
(42)7503
(42)3702

地　域 名　称 連絡先

受託金収入（指定管理、地域包括他） 197,427千円

補助金収入（市、県社協） 44,891千円

介護保険等収入（介護報酬他） 41,470千円

繰越金収入（前年度繰越金） 23,755千円

共同募金収入（赤い羽根、年末） 20,110千円

その他の収入（退職共済、雑収入他） 8,901千円

寄付金収入（一般寄附金） 4,840千円

積立預金取崩収入（福祉基金利子） 1,895千円

負担金収入（地域福祉支援室） 1,598千円

会費収入（一般会費、援助会費） 1,011千円

計 345,898千円

収入内訳 支出内訳
老人福祉センター運営事業 172,165千円
法人運営事業 42,596千円
居宅介護等事業 42,130千円
地域包括支援センター事業 30,090千円
地域福祉推進事業 19,027千円
助成事業 7,922千円
援護事業 7,738千円
成年後見センター事業 7,560千円
日常生活自立支援事業 4,954千円
企画広報事業 4,595千円
ボランティアセンター運営事業 3,868千円
地域福祉支援室事業 3,253千円

計 345,898千円

平成27年度事業計画・予算平成27年度事業計画・予算
平成27年度は、次の事業指針のもとに、地域福祉活動の推進に取り組みます。

事
業
指
針

収支予算

かまくら ささえあい福祉プランの推進       
「つながり支え合う安心のまち かまくら」の基本理念のもと、社協では次の5つの目標（柱）に
基づいて事業に取り組んでいきます。
①総合的な相談体制及び権利擁護体制の確立　②情報の収集と提供　③関係機関との連携
強化　④交流の促進　⑤人材の育成 

地域との対話、関係づくりの推進
地域福祉活動推進のためには、地域とのつながりを深めることが大切です。より多くの市民
の方たちをはじめ、福祉関係者と様々な問題を語り合い、共有していくことを目指し行動して
いきます。

指定管理施設の受託（第3期）に向けた取り組み
今年で、老人福祉センターの2期目の指定管理期間が終了します。第3期目の指定管理が受け
られるよう、全力で取り組みます。       

支出
内訳

収入
内訳

受託金収入
197,427千円
（57％）

補助金収入
44,891千円
（13％）

介護保険等収入
41,470千円
（12％）

共同募金収入
20,110千円
（5.8％）

繰越金収入
23,755千円
（6.9％）

寄付金収入 4,840千円（1.4％）

負担金収入
1,598千円（0.5％）

積立預金取崩収入 1,895千円（0.5％）

会費収入
1,011千円（0.3％）

その他の収入
8,901千円
（2.6％）

老人福祉センター
運営事業

172,165千円
（49.8％）

居宅介護等事業
42,130千円
（12.2％）

法人運営事業
42,596千円
（12.3％）

地域包括支援
センター事業
30,090千円（8.7％）

企画広報事業
4,595千円（1.4％）

ボランティアセンター
運営事業

3,868千円（1.1％）

地域福祉推進事業
19,027千円
（5.5％）

地域福祉支援室事業
3,253千円（0.9％）

助成事業
7,922千円（2.3％）

援護事業
7,738千円（2.2％）

成年後見センター事業
7,560千円（2.2％）

日常生活自立支援事業 4,954千円（1.4％）

　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。

専門講座・生活講座・健康づくり講座など幅広い分
野の講座を年間通して開講しています。

４０畳の大広間、体育室や屋外には健康広場があり、ダンス・舞踊・体操
などのサークルが多く、心地よい汗をかきながら楽しく活動をしています
。

こどもフェスティバル、今泉小学校教育活動（昔
遊び）など世代間交流を通して、大船地域の皆様
と顔の見える地域づくり・つながり合う地域づく
りに取り組んでいます。

ご 案 内老 人 福 祉 セ ン タ ー の

老人福祉センターに遊びに来ませんか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！
元気に
いきいきと！

教養センター 

今泉さわやかセンター

名越やすらぎセンター

玉縄すこやかセンター 

笛田２－１７－１ 
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３２－１２２１ 
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２月号より４回にわたり各老人福祉センターの
特色を紹介しています

お風呂（名越） マッサージ機（玉縄）

電位治療器（今泉） 健康相談（教養）

今回は  今泉さわやかセンター の紹介です
今泉さわやかセンターフェスティバル

敬老祝賀行事

施設の特徴
サークル発表や近隣の町内会による模擬
店、地域のこどもたちと一緒に遊ぶこども
コーナーなど、地域のこどもから大人・高齢
者が交流できるイベントを開催しています。

敬老の日を祝い、さわやか
寄席、カラオケ体験、マッサ
ージ・鍼体験、子どもたち
の絵画展など年齢を問わ
ず楽しめるイベントです。

主な行事

健康づくり講座のお知らせ
老人福祉センター講座などのご案内

６０歳からのダンササイズ 全４回　～無理なく、楽しく健康に！健康寿命を延ばしましょう！～
初心者・興味のある方を対象に、色々なジャンルの音楽で体を動かします。

名越やすらぎセンター　第一集会室
５/１３、５/２７、６/１０、６/２４　いずれも水曜日　１３：３０～１５：００
★申込み・問合せは名越やすらぎセンターへ　★定員１５名、無料（定員になり次第、締切となります）　
★持ち物　動きやすい服装、筆記用具、タオル

内 容

場 所
日 時

▲地域交流事業（高校生によるクリスマスコンサート）

▲フェスティバルの様子です

▲園児による歌の発表

▲今泉小学校

◀サークル活動
　（フォークダンス）

スポーツ吹矢　
体験講座▶

▲音楽にあわせて健康体操講座

名越やすらぎセンター

①健康ストレッチ体操　
～生涯現役　いつまでも元気でいきましょう～

５月２０日、２７日、６月３日、１０日（いずれも水曜日）
１０：００～１１：３０
今泉さわやかセンター　大広間
ストレッチ体操
鍼灸マッサージ師　田島 徹也 氏
先着２０名（定員になり次第、締切となります）

日 時

場 所
内 容
講 師
定 員

②ポールウォーキング
～神秘の湖、鎌倉湖で自然と触れあってみませんか？～

５月１１日、２５日（いずれも月曜日）１０：００～１１：３０
鎌倉湖周辺
ポールを使い、正しい姿勢や足腰のバランス等に効果的な運動を学ぶ
ポールウォーキング＆フィットネスインストラクター　鈴木 佳野 氏
先着１５名（定員になり次第、締切となります）
タオル、飲み物、帽子、動きやすい服装、歩きやすい靴

日 時
場 所
内 容
講 師
定 員
持ち物

長勝寺

長勝寺 緑ヶ丘入口

名越クリーン
センター

↑鎌倉 JR逗子駅→

逗子→逗子→

案内図

←JR鎌倉駅

名越やすらぎセンター

今泉さわやかセンター

案内図

市役所前からマイクロバスが
運行しています。

日時： ５月１３日（水）
 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

お菓子、飲物を用意しています。（参加費１００円）
主任ケアマネージャー、社会福祉士、看護師等のスタッ

フが、相談をお受けします。お気軽にお立ち寄りください。

申込・問合せ先
電　　話

地域包括支援センター鎌倉市社会福祉協議会
（６１）２６００

ティールームのご案内
ホッと一息、みんなでお茶をのみながらお話しましょう！
ティールームのご案内
ホッと一息、みんなでお茶をのみながらお話しましょう！

日　時：平成2７年５月２２日（金）10：00～11：30
場　所：鎌倉市福祉センター２階　第１・２会議室
講　師：民間介護施設紹介センターみんかい　立花浩平氏
対象者：鎌倉市内在住の６５歳以上の方
定　員：２０名　　費　用：無料　　持ち物：筆記用具

あなたはどのような施設を選びますか？
～高齢者向けの施設には、特別養護老人ホーム、有料老
人ホーム、サービス付き高齢者住宅など、さまざまな種類が
あります。
今回は、それぞれの施設の特徴やかかる費用、選ぶ際の
留意点などをわかりやすくご紹介します。

高齢者のよろず相談窓口「地域包括支援センターの紹
介」もあります。
参加自由（60歳以上の方）ぜひお越しください。
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！

鎌倉市家族介護教室
「知っておこう！高齢者住宅の選び方」
鎌倉市家族介護教室
「知っておこう！高齢者住宅の選び方」

鎌倉市社会福祉協議会 地域福祉係 
電話（２３）１０７５

紙おむつの支給終了のお知らせ
紙おむつの支給を行ってまいりましたが、こ
のたび、27年3月31日（火）をもちまして支
給を終了することとなりました。利用されて
いた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご了
解いただけますようお願い申し上げます。

予約・問合せ（４５）４６１１　５月１日（金）より受付開始！ご予約はお電話にて

常楽寺

今泉不動
今泉さわやかセンター

←JR大船駅

今泉
クリーン
センター

岩瀬中学校

今泉小学校

岩瀬中学校 散在ガ池
森林公園
散在ガ池
森林公園

今泉小学校

砂押橋〕 〔
←JR大船駅←JR大船駅

鎌倉女子大学
↑

地域との関わり

受付中　問合せ（２５）１１８８


