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車いすバスケットボールの体験！
～上大井小学校～

　12月 9日（木）に上大井小学校で、車いすバスケッ

トボール体験の授業が行われました。

　体験を通し障がいへの理解を深め、ともに支え合う

心を学びました。

　詳細は 8ページを参照。

2022年
１月１５日号

№191

　社会福祉協議会（略して社
しゃ

協
きょう

）は、

地域の皆様とともに、生活課題などを

把握し、解決へ向けて組織的に取り

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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新年のご挨拶新年のご挨拶
　あけましておめでとうござ
います。皆様には、健やかに
新年を迎えられたこととお慶
び申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイル
スの影響で事業の中止や縮小
をせざるをえませんでしたが、
皆様には大変お世話になり誠
にありがとうございました。

　社協では、法人後見事業の準備も整い、今年から
実施してまいります。また、「地域福祉」「在宅福祉」

「相談支援」「法人運営」の各部門の充実に地域の
皆様、ボランティアさんの協力を得ながら進めて
いきたいと思っております。
　基本理念であります、住民の参加と支えあいに
よる「安心して誰もが住みよい福祉のまちづくり」
に向け、役職員一同努めてまいります。皆様にとり
まして、この新たな年がより良き年でありますよう
お祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただき
ます。会長　寺下かつ子

ふくし座談会開催します
≪大井町生活支援体制整備事業≫

～変わりゆく生活様式の中で、
　これから必要になる活動を考える座談会～

　人生100年時代の到来や新型コロナウイルス感染
症により、生活様式が変わるとともに、生活の中で
の困りごとなども大きく変わっています。
　大井町の福祉の現状を知るとともに、皆様が感じ
ている・考えていることを共有し、今後も住み慣れ
た地域で安心して過ごしていくためには、どのよう
な取組が必要かを話し合います。
　お近くの会場かご都合の良い日でお申込みくださ
い。町民の皆様の知恵と経験を生かして、「誰もが
住みよい福祉のまちづくり」へ向けて歩みを進めま
しょう。

対象者　町内在住で、地域活動に興味・関心が
　　　　ある方
定　員　各会場20名（先着順）
内　容　①大井町の福祉の現状について
　　　　②これから必要な活動について
申　込　電話または右のQRコード
　　　　からお申込みください。
　　　　町社協事務局　☎84−3294

日時・会場
日　　　程 会　場

2 月 2 日（水）10：00～11：30 市場自治会館
2 月 4 日（金）10：00～11：30 金手自治会館
2 月 7 日（月）13：30～15：00 河原自治会館
2 月 8 日（火）10：00～11：30 上大井自治会館
2 月14日（月）13：30～15：00 生涯学習センター
2 月15日（火）10：00～11：30 そうわ会館

※緊急事態宣言（まん延防止等重点措置含む）が
発令された際は中止いたします。

　成年後見制度の施行から20年が経過し、高齢者
や障がい者の生活と権利を守るため多様な活動が
行われています。この講演会では、神奈川県内の
法人後見に携わっている内嶋弁護士をお迎えし、
制度の概要や後見業務の実際について、事例を交
えてお話しいただきます。

日　時　２月16日（水）　14：00～15：30
場　所　町生涯学習センター　ホール
講　師　みなと横浜法律事務所
　　　　弁護士　内　嶋　順　一 氏
申　込　事前申込制ですので、町社協事務局まで
　　　　お電話にてお申込ください
連絡先　町社協事務局　☎84−3294

成年後見制度講演会成年後見制度講演会
成年後見制度の実際

～社協が行う法人後見の意義について～
松田町社協
大井町社協共催事業

※緊急事態宣言（まん延防止等重点措置含む）が
発令された際は中止いたします。



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

社 協 お お い令和4年1月15日 №191

3

賛助賛助・・団体会員団体会員のご紹介のご紹介
　今年度も各法人・団体の皆様には、賛助・団体会員へのご加入をいただきまして、誠にありが
とうございました。皆様からいただいた会費は、移送サービス事業や小地域福祉活動の推進のため
に活用させていただきます。今後ともご理解・ご協力をお願い申し上げます。

賛助会員　96社（順不同・敬称略）　会費額計　686,000円	 12月24日現在

㈱アクリテック
足柄サンロード㈱
㈱足柄商事
足柄倉庫㈱
グループホーム足柄の春
㈱アルファ
石井醸造㈱
㈲石井太四郎商店
㈱イシダ製作所
㈱稲妻屋
㈱インターナショナルシステムテクノロジー
エバラ食品工業㈱
㈱エムズ・コーポレーション
㈱ T＆H サポートおうち DE 介護
大井金子郵便局
㈲オオイデンタルハウス

（一社）大井町シルバー人材センター
（農）大井松田農事企画組合
大鹿商事㈱
㈲小田商事
おの整骨院　（新規会員）
カーセンター足柄協同組合
福祉タクシーらら
㈲勝俣自動車鈑金工業
かながわ西湘農協大井支店
かながわ西湘農協相和支店
関東自動車共済協同組合
㈱菊地鉄筋工業
㈲木村設備工業
㈲クラール
㈱グリーンオート
㈱グリーンカンパニー
㈲小嶋呉服店
寿食品㈱
小宮自動車工業㈱
最明寺
さがみ信用金庫大井支店
さがみ信用金庫上大井支店
相模ベンディング㈱
㈱サクライハウジングサービス

（医）藤誠会佐藤病院

三島院
㈲志沢商事
㈱志村電気
㈲昭栄商事
㈱新三善
神和道路建設㈱
㈱鈴木土建工業
西湘工業㈲
㈱西湘設備工業大井町営業所
清凌電設㈱
㈲瀬戸電気商会
曽我郵便局
第一生命ビジネスサービス㈱
㈱第一ビルディング
㈲大信住宅
大通寺
大徳興業㈱三益球殿大井松田店
タシブ技研工業㈲
㈲丹建材興業
天理教金田分教会
東福院
ドライクリーニングいながき
㈱ナカネン
日本建材工業㈱
日本建設㈱大井町営業所
根岸商事㈱
㈲橋本倉庫
NPO法人パソボラサークル

㈱兵藤電気
㈲平石設備工業
平田㈱
㈱冨士建設
富士ボトリング㈱
㈲双葉製作所
㈱ブルックスホールディングス
放課後等デイサービス ピースオブマインド
㈲ボナール
堀内医院
まえかわクリニック
㈲松田衛生社
㈱松田自動車学校
㈱まるだい運輸倉庫
三谷たたみ店
㈲美浜屋海苔店
㈲未来堂
㈲もがみ建装
ヤオマサ㈱

（医）社団友和会友和クリニック
横浜陣太郎倶楽部
㈱リフテック
了義寺
㈱リンショー
㈱ローリー
わかもと製薬㈱　相模大井工場
㈱和田電機



私たちは、地域福祉活動を応援しています

4

社 協 お お い 令和4年1月15日№191

民生委員児童委員協議会
あしがら広域福祉センター

（福）育秀会栄光愛児園
人権擁護委員会
保護司会
身体障害者福祉協会
更生保護女性会

町議会議員会
KOMNY「ほほえみ」
かざみどり
えんぴつクラブ
大井町ともしびショップゆう（新規会員）
大井町商工振興会
松田ライオンズクラブ

足柄ロータリークラブ
老人クラブ連合会
防災まちづくりの会
手話サークル「稲穂」
障がい児者支援ボランティア「リサイクルほほえみ」
調理ボランティア「きんもくせい」

団体会員　20団体（順不同・敬称略）　会費額計　112,500円	 12月24日現在

≪特例貸付≫
　コロナウイルス感染症の影響で減収し、生活に
お困りの世帯への生活福祉資金特例貸付を令和４年
３月末まで延長して行います。
　貸付の詳細や申請書等はお問い合わせいただく
か、神奈川県社会福祉協議会ホームページをご確認
ください。また、他の支援制度も掲載していますの
でご覧ください。
◆郵送か窓口でお申し込みください。

神奈川県社会福祉協議会
ホームページ
http://www.knsyk.jp/s/shiru/
kashitsuke_kinkyu_corona.html

≪教育支援資金≫
【貸付対象】低所得世帯で他の奨学金等の利用が困

難な世帯（子どもが借受人、親は連帯
借受人）

【貸付利子】無利子　　【返済期間】20年以内

【資金種類】
教育支援費…就学に必要な費用（授業料や定期代等）

就学支度費…入学時に必要な費用（入学金や制服代等）

※注意事項
　生活福祉資金は、他の制度を優先する資金です。
　審査には１か月程要します。
　詳細はお問い合わせください。

【問合せ】町社協事務局　
　　　　　☎84−3294

限度額

高等学校　専修学校（高等課程）

50 万円
（入学時のみ

1 回限り）

高等専門学校
短期大学　専修学校（専門課程）

大学

生活福祉資金のご案内
限度額（月額）

高等学校　専修学校（高等課程） 35,000 円
高等専門学校 60,000 円
短期大学　専修学校（専門課程） 60,000 円
大学 65,000 円



〒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

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

私たちは、地域福祉活動を応援しています
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＜年末たすけあい募金＞　　　
合計　1,202,345円（前年度比　109,747円減）
種　別 協力団体等　（敬称略） 金　額

戸別募金 町内各世帯（自治会を通じて） 1,202,342 円
その他 預金利子 3 円

赤い羽根共同募金・年末たすけあい募金への赤い羽根共同募金・年末たすけあい募金への
ご協力ありがとうございました!!ご協力ありがとうございました!!

　「令和３年度共同募金」が12月31日をもって終了しましたので、今年度の実績を報告いたします。いただいた
募金は、すべて神奈川県共同募金会へ送金し、翌年度の福祉活動の財源として活用されます。

＜赤い羽根共同募金＞　　　合計　1,762,019円（前年度比　34,088円減）　　　　　　　
種　別 　　　　　　　協力団体等　（順不同・敬称略） 金　額

戸別募金 町内各世帯（自治会を通じて） 1,534,250 円
前年度比　6,790 円減

職域募金
シャープＮＥＣディスプレイソリューションズ㈱
わかもと製薬㈱　大井町役場

23,653 円
前年度比　5,532 円減

法人募金

㈱アクリテック　足柄サンロード㈱　宇佐美理容店　おの整骨院　
鍵和田石材㈲　円蔵院　㈲オオイデンタルハウス　（農）大井松田農事企画組合
かながわ西湘農協大井支店　神奈川トヨタ自動車㈱　㈲クラール
合同会社ＰＯＭ　小宮自動車工業㈱　最明寺　さがみ信用金庫大井支店
さがみ信用金庫上大井支店　相模ベンティング㈱　曽我郵便局　
小規模多機能型居宅介護施設きらめき　神和道路建設㈱　㈱西湘設備工業
清陵電設㈱　㈲瀬戸電気商会　㈲大信住宅　㈲丹建材興業　東福院　
ドライクリーニングいながき　㈱ナカネン　楢山歯科医院　日本建材工業㈱　
堀内医院　ベーカリールームヨコヤマ　㈱まるだい運輸倉庫　めぐみ歯科医院
㈱リフテック　㈱リンショー　了義寺　㈱和田電機

38 社
166,283 円

前年度比　5 社減
8,417 円減

募金箱

あしがら広域福祉センター　　栄光愛児園　　㈱ブルックスホールディングス
富士ボトリング㈱　　さがみ信用金庫大井支店　　さがみ信用金庫上大井支店
かながわ西湘農協大井支店　　かながわ西湘農協相和支店　　大井金子郵便局
曽我郵便局　　大井保育園　　総合体育館　　生涯学習センター
保健福祉センター　　そうわ会館　　ふれあい館　　町社協窓口

17 か所
37,833 円

前年度比　6,116 円増



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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障がい者週間啓発イベント開催しました
　地域で安心して生活できる事を支援する会

「かざみどり」は、障がい者週間中の12月 7 日
（火）に、障がい者への理解と社会参加促進の
ためのきっかけづくりのイベントを保健福祉
センターで開催しました。
　コロナ感染対策のもと、福祉事業所の紹介や
ともしびショップゆうの紹介、かざみどりの
これまでの活動紹介を行うとともに、座間キャ
ラバン隊の～みんなちがって・みんないい～の

DVDの上映を行いました。
　当日は65名の方が来場され、アンケートの
回答では「参加してよかった」「次回も楽しみ
にしています」との声を多くいただきました。
今後も継続的にイベントを開催したいと思いま
すので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願
いいたします。（会長 下澤）

かざみどりかざみどりよりより

日　時　２月３日（木）9：30～11：30
場　所　ほほえみハウス（町社協南側）
主　催　障がい児者支援ボランティア
　　　　「リサイクルほほえみ」
問合せ　町社協事務局　☎84−3294
★来場者数の状況により、入場制限や時間短縮を
する場合があります。
★入場前に検温を行います。氏名、連絡先などの
記入をお願いします。
★ご来場の際は、マスクを着用ください。
　（活動日：毎週木曜日9：30～12：00）

リサイクルバザーリサイクルバザー

ほほえみショップ開催ほほえみショップ開催
　私たちは大井町で無料の食料配布を
行っている有志ボランティアです。
　パッケージの印刷ミスなどで店頭に並べられな
い食品や、品質や安全に問題はないけれど賞味期
限が近い、または少し過ぎている「まだ食べられ
る食品」が、食料を必要としている方に渡る仕組
みを作ることで、食品廃棄を減らし、人々の食卓
を支えるお手伝いをしています。
　食料品の配布を希望する方、一緒に活動してく
ださる方はお気軽に、電話、メールでご連絡いた
だくか、QRコードから「おむすびの会LINE公式
アカウント」をお友達に追加してください。

問合わせ・申し込み
おむすびの会　代表 山﨑もも子
☎080－3088－8840
Mail : omusubi.no.kai.2021@gmail.com

食料品を無料で配布します食料品を無料で配布します

　 　 おむすびの会おむすびの会

　座間キャラバン隊の
DVDをお貸しします。
　詳細は町社協事務局
へお問合せください。

会員募集中！
　リサイクル活動
を一緒にしてみま
せんか。



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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円蔵院様よりいた
だいた食料品

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11月２日から令和３年12月27日まで

生活福祉資金特例貸付
　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　
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

バレエ　青い鳥
田中　清
武田耳鼻咽喉科クリニック
NECディスプレイソリューションズ労働組合
西大井水神保存会
匿名（3件）

3,000円
20,000円
10,000円
20,000円
5,717円

11,200円

善意の寄託金（敬称略）

善意の寄託品（敬称略）

西大井自治会
円蔵院
匿名
匿名
匿名（2件）

非常時用保存食
食料品
工作用紙類各種
日用品
食料品

　「自己紹介ができるよう、手話を勉強しましょう！」
　実践形式の講習会で手話を学んでみませんか？
　手話を言語として、日常生活や社会生活を営んでい
る、ろう者の方等を講師に迎え、コミュニケーション
を通じて実践的に手話を学びます。
　手話をはじめて学ぶ方、興味のある方などご参加く
ださい。
日　程　 3 月 2 日（水）、 3 月 9 日（水）
　　　　 3 月16日（水）、 3 月23日（水）
　　　　 3 月30日（水）
時　間　10：00~11：30
場　所　町生涯学習センター 2 階　第 1 ・ 2 会議室
定　員　20名（先着順）
講　師　足柄上郡ろうあ福祉協会会員、ほか
申　込　 2 月22日（火）までに電話で
電　話　町社協事務局☎84−3294
※当日が、緊急事態宣言並びにまん延防止等重点措

置期間となる場合は、中止することがありますの
でご了承ください。
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善意の募金箱（敬称略）

食品館あおば大井松田店
ザ・ダイソー ミマスモール店
さがみ信用金庫上大井支店

3,341円
6,457円
3,006円

手話入門講座　開催

生活にお困りの方への支援に、活用させていただきます。

非常勤職員募集
募集職種、採用人員、職務内容
非常勤職員　１名　【採用予定日】令和４年４月１日

【職務内容】　法人運営業務・地域福祉に関する業務・
　　　　　　相談支援に関する業務
受験資格　
①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）、又は簿記２級以上取得者
尚可

②普通自動車運転免許：ＡＴ限定可
申込期間　令和４年１月31日（月）※必着
問 合 せ　町社協事務局　☎84−3294
　詳細は本会HPをご参照ください
　URL　http://ooi-shakyo.jp
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―毎月23日はボランティアの日―8

活 動 報 告
「福祉みんなのつどい」開催「福祉みんなのつどい」開催

　11月23日（祝）に「福祉みんなのつどい」を
開催しました。昨年度は新型コロナウイルス感染
症の影響で中止としましたが、今年度は感染対策
を講じながら規模を縮小しての開催となりました。
　コロナ禍でも活動を継続されている、ボラン
ティア活動や地域活動で功労のあった方々へ表彰
状並びに感謝状を贈呈させていただくとともに、
福祉作文の入選者へ優秀賞を贈呈しました。

社協カレンダー
21日（金）　ボランティアの日

 ２日（水）～15日（火）　ふくし座談会
 ９日（水）　パソコンひろば
16日（水）　成年後見制度講演会
22日（火）　ボランティアの日
 
 ２日（水）～30日（水）　全５回
　　　　　　　　　　　手話入門講座
 ９日（水）　パソコンひろば
23日（水）　ボランティアの日

１月

3月

2月

次号の「社協おおい」は、４月１日発行です

【お詫び】　式典の中で、第44回神奈川県福祉作文コンクールの入選者をご案内する際、実際の入選者の氏名
を取り違い紹介してしまいました。関係の皆様には、この場をお借りし改めてお詫び申し上げます。

神奈川県福祉作文コンクール入選者発表神奈川県福祉作文コンクール入選者発表
　第44回神奈川県福祉作文コンクールの入選者が発表されました。今年度は、県内の小・中学校あわせて
185校5,666編の作品が寄せられました。県審査会の選考の結果、大井町からは次の２名の方が入選しました。
おめでとうございます。

★優秀賞　相和小学校６年　小
こ
宮
みや
　美

み
奈
な
　さん　　「私の弟」

　　　　　湘光中学校３年　浅
あさ
野
の
　ゆうな　さん　「向き合うこと」

　なお、受賞された作品は、福祉作文集「みんなの想い」に掲載されています。
ご希望の方は事務局までお問い合わせください。

車いすバスケットボール体験講座車いすバスケットボール体験講座
上大井小学校4・5・6年生上大井小学校4・5・6年生

　体験後、講師からの「何か困ったことがあっ
たら、友だちや大人に助けてもらおう。逆に困っ
ている人がいたら、大丈夫ですかと声をかけて
あげよう。そうやってお互いを気にかけ、助け
合いながら生きていけるといいね」という言葉

に、皆しっかりと頷いていました。
講師：湘南SC車椅子バスケットボール体験講座隊

本事業は会費を
活用しています

記念撮影時のみマスクを外しています


