
サマーチャレンジセミナー
～福祉用具を学びました～

　夏休み期間に福祉に関わる体験や講座を実施しま

した。「福祉用具について学ぼう」の講座には小学生

4 名に参加いただき、介護用ベッドや車いすなどに

ついて学ぶことができました。（詳細は 4ページを参照）

発行元

社会福祉法人 大井町社会福祉協議会
神奈川県足柄上郡大井町上大井68-2

℡0465-84-3294　FAX0465-85-3123

http://ooi-shakyo.jp

Eメール　info@ooi-shakyo.jp

この広報紙は、会費と広告料を活用して発行しています
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　社会福祉協議会（略して社

しゃ

協
きょう

）は、地域

の皆様と共通した生活課題に組織的に取り

組み、誰もが安心して暮らすことのできる

福祉のまちづくりを進める福祉団体です
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 街頭募金
町内のスーパー等の店頭で
皆様に呼びかけています

　共同募金運動は、毎年10月1日から全国一斉に実施されます。大井町でも各自治会の
協力を得て各世帯へ募金のお願いをさせていただくほか、町内のスーパーなどで街頭募金
を行ったり、様々な方法で募金活動を展開します。地域貢献活動として、ボランティア
活動として、ご協力をお願いします。

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

★児童･障がい者･高齢者などの福祉施設の機器整備費
★社会福祉協議会が行っているサービスを実施するための
活動費や福祉活動を啓発するための事業費

★在宅高齢者･重度障がい者への家事援助や食事サービス､
外出介助を行う団体への活動費

★障がい者の自立･就労訓練を目的に自主的に設立された
障がい者地域作業所の機器整備費

★被災地において救助活動を行う団体への助成

県内の民間福祉団体・施設へ配分（活用内容）

実施期間：10月1日～12月31日

 職域募金
町内企業の従業員の皆様に
お願いしています

 法人募金
町内の企業 ･商店を対象に
呼びかけています

 その他の募金
町内の金融機関 ･福祉施設
･公共機関等に設置した募
金箱に寄せられています

 戸別募金
自治会を通じて各世帯にお
願いしています

 校内募金
町内の学校を通じてお願い
しています

共同募金会大井町支会
（大井町社協）

共同募金の流れ

皆様から
寄せられた募金

神奈川県共同募金会

昨年度の様子

中止

 街頭募金運動について 
　本年度の街頭募金運動は、新型コロ
ナウイルス感染症の感染予防を踏ま
え、残念ながら中止いたします。どう
ぞよろしくお願いいたします。
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【活動内容】
①送迎車の運転（決まったルートでの送迎）
②乗降時のサポート
　（踏み台の出し入れや荷物の運搬）

【活動日時】
○木曜日９時頃～12時頃

【活動頻度】
○毎週木曜日実施していますが、ご希望の頻度で

の活動が可能です。

「わくわく・ショッピング」サポーター急募

　さまざまな事情から家庭で生活ができない子ど
もたち。里親制度はそういった子どもたちを温か
な愛情と理解をもって育てる制度です。
　施設で生活する子どもたちに家庭体験を目的と
した活動もあります。お気軽にご相談ください。

■ 里親講座のお知らせ ■
日　時　10月1３日（水）10：00～12：00
場　所　小田原市合同庁舎２ＤＥ会議室
内　容　①里親制度説明　
　　　　②施設で生活する子どもたちについて
　　　　③里親体験談
申　込　小田原児童相談所
　　　　里親担当まで
　　　　℡0465-32-8000（代）

子どもたちのしあわせのために子どもたちのしあわせのために  ～里親制度をご存じですか～

問合せ　児童養護施設　ゆりかご園
家庭養育支援センター
℡ 0465-48-4921
小田原児童相談所　里親担当まで
℡ 0465-32-8000（代）

　４月から本格的に実施している標記事業のサポー
ターを次のとおり募集します。回を重ねる毎に利用
される方が増えており、送迎の回数が増加しています。

　地域で安心して生活できることを支援する会
かざみどりは、７月14日に小田町長と会員８名
で懇談会を開催しました。近隣の福祉事業所を
利用している障がい者が多いことから、会員か
ら要望が多かったグループホームの開所や地域
社会とのつながりをより深めるために大井町町
内に生活介護、就労支援の福祉施設を開所して
いただくなどの要望を含めた現状のお話をしま
した。また、災害時の安否確認方法や、福祉避難
場所や車中泊可能箇所の設置なども障がいの特
性を考えて取り組む必要があると要望しました。

　障がい者（児）の生活支援の施策を促進する
ために町が出来ること、私たちが出来ること、
地域の方の理解をいただいて５年後10年後を
見据えて取り組んでいく事が必要です。これか
らも互いに理解し合い支え合う町づくりを進め
啓発活動に取り組んでいきたいと思います。

かざみどりかざみどりよりより



大鹿商事株式会社
お客様と一緒にイメージを作り上げていきます。

お気軽にご相談ください。

83 - 1114☎ ㈹

住所：大井町金子 2095

〒250-0205 小田原市曽我別所772-7
℡ 0465-41-1141　fax 0465-41-1131
http://www.yjc.bz   e-mail info@yjc.bz

低価格な良質車＋最高のサービスを提供する

新車・中古車販売店です

お探しの「車」あります

YJC横浜陣太郎倶楽部

車検や板金修理、自動車保険加入の手続きに至るまで、 
お車関係のサービスを一貫して提供

私たちは、地域福祉活動を応援しています
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夏休みの事業報告夏休みの事業報告
～サマーチャレンジセミナー～～サマーチャレンジセミナー～

　本会では福祉に興味や関心を持つ小学校高学年・中学生を対象に、児童・高齢者・障がい福祉に関
わる体験や講座を通じて理解を深め、生命の尊さや多様性の尊重を確認するとともに、他者への思
いやりの心を育むことを目的とし、夏休み期間中にサマーチャレンジセミナーを開催しています。

７月30日　認知症について学ぼう

８月６日
福祉用具について学ぼう

　町福祉課保健師２名にご協力いただ
き、高齢者の体や心に起こる変化を学び
ました。

　㈱リフテック様にご協力い
ただき、高齢者や障がいのあ
る方の生活を支援する福祉用
具について学びました。

　昨年度はコロナウイルス
感染症の影響で中止となり
ましたが、今年度は規模を
縮小、感染症対策を講じな
がら実施しました。
（中学生対象の保育体験は
中止しました）

８月１日　ペタンク体験をしよう
　2022年の“ねんりんピック神奈川”で大井町が会場と
なっている“ペタンク”を河原ゆめクラブの皆さんと体験し
ました。



らら
☎

安全、安心、快適に真心こめてサポートします。

足柄上郡大井町金子146

福祉タクシー

0465-83-5885

●特別養護老人ホーム　　●短期入所　　●デイサービス
●ホームヘルパー　　　　●ケアマネジャー

西大井1055
電話　82-2294

～高齢者も障がいがある方も　いつまでも
　　　住み慣れた地域で生活できるように～
～高齢者も障がいがある方も　いつまでも
　　　住み慣れた地域で生活できるように～

 ひかりの里あしがら広域
福祉センター

お気軽にご相談ください。

いっしょに働いてくれる
非常勤職員募集中！
いっしょに働いてくれる
非常勤職員募集中！

私たちは、地域福祉活動を応援しています
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　昨年は開催できなかったレスパイトサービスで
すが、今季は感染対策を万全にし、時間短縮をし
て８月２日、13日、23日の３日間実施しました。
　山歩きを楽しんだり、室内で３密を避けながら
ビンゴゲームも行いました。久しぶりの活動に参加
された皆さんの表情は、活き活きと楽しそうで、
レスパイトの大切さを改めて感じました。
　８/13はパラリンピック採火式に参加しました。

手話入門講座手話入門講座
　７月28日（水）からスタートした手話入門講
座は、申込みが殺到したため、講師と手話サーク
ル稲穂の代表と相談し、定員や講座の回数を増や
しました。しかし、８月２日からの緊急事態宣言
の発出により、２回目以降の講座を中止すること
となりました。
　中止の連絡をさせていただいた際、参加者の
ガッカリした声や「機会があれば、また参加した
い」との声が多数寄せられました。 講座の様子

　ボランティアで参加して
くれた大学生の込山佳隆さ
んからのコメントを紹介し
ます。

込山佳隆さん

　短い間でしたが、ボランティアを通じて日常

生活や大学の講義だけでは経験することのでき

ない貴重な体験をする事ができました。私は将

来、福祉の道で仕事をしていこうと考えている

ので、レスパイトサービスのご利用者やボラン

ティアの方々と言葉を交わしたことは得がたい

経験になったと感じています。

レスパイトサービスレスパイトサービス ～障がい児者デイサービス～



金子3812（ブルックス敷地隣接）☎85-6005

丘陵中段の緑に囲まれた環境の中、
ベテランスタッフがお世話しますので

安心して落ち着いた日々をお過ごし頂けます。
お気軽にご相談下さい。

認知症の方々の生活を支援します

（URL.http://www.ashigaranoharu.jp）

グループホーム 足柄の春

私たちは、地域福祉活動を応援しています
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１．募集職種、採用人員、職務内容
正規職員　１名　　〘採用予定日〙令和４年４月１日

〘主な職務内容〙・法人運営業務・地域福祉に関する業務・在宅福祉に関する業務・相談支援に関する業務
２．受験資格　以下①～③すべてを満たす方

①昭和５１年４月２日以降に生まれた方
②高等学校を卒業している方、又は採用期日までに卒業見込の方。
　※社会福祉主事任用資格者(取得見込可)、社会福祉士資格者（又は受験資格を有する方）尚可
③普通自動車運転免許：ＡＴ限定可

３．試験科目、試験日等

　　※試験は、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策を行ったうえで実施します。
４．申込期間

令和３年９月１５日（水） ～ 令和３年９月３０日（木）※必着
５．応募方法

応募方法及び注意事項等詳細について、ホームページをご覧ください。
６．受験手続等

受験手続、注意事項等については、ホームページでご確認ください。
７．問い合わせ先

社会福祉法人大井町社会福祉協議会　（採用試験担当）
〒258-0016　足柄上郡大井町上大井68-2
電話：0465−84−3294（受付時間は8：30～17：15です）
　※本試験の実施に関し、本会が予め公開するもの以外、一切お答えできません。
大井町社会福祉協議会ホームページURL　http://ooi-shakyo.jp

試　験 試験科目 試験日等
書類選考 令和３年１０月７日（木）までに合否を文書にて通知

第１次試験 筆記試験
・社会人基礎試験

令和３年１０月１７日（日）　時間は追って通知します。
（１）職務基礎力試験
（２）職務適応性検査

第２次試験 面接試験
令和３年１１月１３日（土）
　※第１次試験合格者に対して実施します。
（１）グループ討議　（２）個人面接



角氷・アイス・冷凍食品・青果・缶飲料
●アイスクリーム自動販売機
●清涼飲料自動販売機　貸出し中

電話  0465－83－5453
FAX  0465－83－2932 大井町金子550－1

夏祭りにはカキ氷
ご用命をお待ちしております

私たちは、地域福祉活動を応援しています
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「傾聴入門・スキルアップ」講座「傾聴入門・スキルアップ」講座
開催します！開催します！

　心に寄り添って話を聴くことで、コミュニケー
ション力を高めることができます。こうした技術を、
講話とワークをしながら楽しく学ぶ講座です。

日　時　10月20日（水）　10：00～15：00
場　所　生涯学習センター　２階　会議室
講　師　鈴木　しげ　氏（NPO法人シニアライフセラ

ピー研究所理事長）
内　容　傾聴の基礎について
　　　　傾聴のスキルアップについて
※新型コロナウイルス感染防止策を講じて開催します。
※マスクを着用して参加してください。
※会場で飲食ができませんので、全日出席の方は、

お昼は外で済ませてください。
※保健福祉センターにともしびショップ（軽食）が

ございます。

　毎月、リサイクルバザーを開催していました
が、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ
て、当面の間バザーはお休みとします。
　ご予定いただいていた方には、誠に申し訳あ
りませんが、ご理解くださいますようお願いい
たします。再開の際は、本紙面等を通して皆様
にご案内いたします。

123

(株)リフテック
匿名（２件）

5,000円
10,500円

善意の寄託金（敬称略）

善意の募金箱（敬称略）

食品館あおば大井松田店
(有)石井太四郎商店
(株)神奈川大井射撃場
鈴木歯科医院

2,377円
1,364円
3,124円
10,000円

どこかでだれかが

ありがとう
善意の寄託金品

期間：令和３年７月３日から令和３年９月２日まで

善意の寄託品（敬称略）
杉崎治子
匿名（３回）
匿名

自転車　１台
米　70kg
紙おむつ

リサイクルほほえみリサイクルほほえみよりより

生活福祉資金特例貸付
新型コロナウイルス対応支援

　新型コロナウイルス感染症の影響で休業等により収
入の減少があり、生活の維持が困難となった世帯への
生活費の貸付を11月末まで受付ています。
　制度に関しては変更の可能性もありますので、詳細
は神奈川県社会福祉協議会のホームページをご確認く
ださい。
http://www.knsyk.jp/s/shiru/kashitsuke_kinkyu_
corona.html

【問い合わせ先】
町社協事務局　☎84−3294



～ふくしの種まき～

福祉教育のトピックス
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―毎月23日はボランティアの日―8

　今年も、新型コロナウイルス感染症の影響で自治会
など各種活動が制限される中、次のとおりご納入いた
だき、深く感謝申し上げます。また、一般会費のお取
りまとめにご尽力いただいた自治会役員、組長の皆様
には、重ねてお礼申し上げます。いただきました会費
は、移送サービスや福祉教育など地域福祉活動の財源
として、大切に活用させていただきます。

　≪会費納入状況≫　　　　　　　　　　９月１日現在

区　分 対　象 金　額 協力数

一般会費 一般世帯 2,150,500円 2,679世帯

賛助会費 法人・商店 540,000円 73社

団体会費 各種団体 99,500円 15団体

合　計 2,790,000円

会費納入のお礼社協カレンダー

次号の「社協おおい」は、11月15日発行です

22日（水）　ボランティアの日

 １日（金）　赤い羽根共同募金運動開始
 ７日（木）　チャリティーゴルフ大会
12日（火）　成年後見制度講演会
13日（水）　パソコンひろば
20日（水）　傾聴入門スキルアップ講座
22日（金）　ボランティアの日

10日（水）　パソコンひろば
23日（祝）　福祉みんなのつどい11月

10月

9月

≪聴覚障がいについて学ぶ～手話体験～≫≪聴覚障がいについて学ぶ～手話体験～≫
　足柄上郡ろうあ福祉協会の堀内昭夫さん、手話通訳者
の岩屋幸恵さん、手話サークル“稲穂”の皆さんにご協力い
ただき、見た目ではわからない障がいや聴覚障がい者の
生活、コミュニケーション方法、あいさつ等の手話表現を
学びました。

≪視覚障がいについて学ぶ≫≪視覚障がいについて学ぶ≫
　町内在住の清水亜樹さんに視覚障がい者の生活につい
て教えていただきました。
　子どもたちからは「買い物はどうしているの？」「時間は
どうやってわかるの？」「デパートに行くときは？」「今まで
で一番怖かったことは？」「洋服を選ぶときはどうするの？」
等々、たくさんの質問がありました。

　本会では児童生徒の福祉に関する理解を高めることを目的に、『福祉』をテーマとした総合的な学習の
導入を推進しており、小・中・高等学校からの要請に応じて、講師等の派遣調整を行っています。
　今回は７月に行った大井小学校６年生の講座をご紹介します。


