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ささえあい
社協おおい

　大井町社協ブログキャラクターの
「ささえおばあちゃんとあいちゃん」
です。ひょうたんがモチーフ。お互
いを支え合って♡生活しています。

旧年中は格別のご高配を賜り心よりお礼申し上げます

本年も社協事業の推進にご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます　町社協　役職員一同

謹　賀　新　年

2021年
１月１５日号

№185

移送サービス運転ボランティア講座

　本会では、移送サービスを実施し通院時等の送迎を

支援していますが、運転ボランティアが不足しています。

　12月13日（日）に認定NPO法人かながわ福祉移動サー

ビスネットワーク主催により、大井町で運転ボランティ

ア講座を開催しました。

　16名の受講者のうち大井町在住の 5名の修了者が新

たに運転ボランティアに登録いただきました。



2

社 協 お お い 令和3年1月15日№185

買い物支援事業

　11月30日・12月１日に開催しました標記講座
に、２日間で延べ67名の参加がありました。
　新型コロナの感染拡大が懸念される中での開催
となり、マスクの着用やアルコール消毒、参加者
同士の距離をとることや換気・加湿を行いながら
開催しました。
　本講座を２日間受講された方へは修了証をお渡
ししていますが、新たに修了者となられた方は
15名です。
　初日に講演していただいた、「おたがいさまネッ
トみなみ」のメンバーに後半のグループワークに
参加していただきました。おたがいさまネットみ
なみの活動への質疑をはじめ、生活支援活動への
熱の入った議論がされました。
　２日目のグループワークを通じて、地域への思
いや生活支援活動のあり方など、それぞれの想い

や考え方の意見交換がされました。研修終了後も
各グループの話しが終わらず、しばらく席に残っ
て話しをされていられた光景が印象的でした。
　グループワークの記録などから、支えあい活動
や生活支援活動の必要性を理解されている方が
多くいることが分かりました。
　引き続き、大井町流の生活支援のしくみづくり
を進めます。

　買物支援事業第２弾として、９月24日～11月
26日までの間の木曜日に「買物ツアー」を試行
的に実施しました。実利用者26名、延べ79名の
参加がありました。
　買物ツアー終盤に利用者アンケートを実施しま
したので概要を報告します。
【対象者】
◆買物ツアー利用者26名
※移動販売時登録者で買物ツアーに参加しな
かった方へはヒアリングを実施

【集計結果】
◆参加者の平均年齢は82.5歳でした。
◆買物の頻度は、週１回以上の方が約73％と高
い割合になりました。
◆日頃の買物手段としては、生協等の宅配を利用
されている方が約42％と高い割合でした。
◆今後希望されるサービスの順位で、１位買物ツ
アー、２位宅配サービス、３位移動販売でした。
【総括】
　アンケートの対象が「買物ツアー」利用者だっ
たこともあり、今後希望するサービスは「買物ツ
アー」が高い割合になりました。
　買物ツアーに参加しなかった移動販売時の登録
者からは、「買物ツアーは、化粧や着替えをしな
ければならず面倒」「悠悠バスで通院と買物に行っ
ているので買物ツアーは必要ない」という意見も

多数ありました。
　また、宅配サービスを利用されている方から「肉
や野菜などは見て選んで買いたい」「スーパーの
特売などお買い得感があるのは店頭ならでは」と
いう意見がありました。
　買物は、「食」の確保だけではなく、外出・他
者との交流の機会など様々な意味があります。必
要とされるサービス形態は、人それぞれであるこ
とが分かりました。生活の質を保つことや社会参
加を通じて介護予防や認知症予防といったことも
期待されており、今後、買物支援事業をどのよう
な形で実施していくのか、試行事業とアンケート
調査の結果などを基に検討を進めてまいります。

参加者同士の会話も弾みました！

グループワークの様子

★はじめの一歩講座★

利用者の年齢層
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60歳代
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利用料について
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無料
有料
どちらでも



社 協 お お い令和3年1月15日 №185

3

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
遺族会
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
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」

賛助・団体会員のご紹介
　今年度も各法人・団体の皆さまには、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。皆さまからいただいた会費は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。

団体会員　19団体（順不同・敬称略）　会費額計　103,500円	 12月24日現在

賛助会員　101社（順不同・敬称略）　会費額計　716,000円	 12月24日現在

　町内の賛助会員　92社
㈱アクリテック
（一財）あしがら勤労者いこいの村
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
石井醸造㈱
㈲石井太四郎商店
㈱イシダ製作所
石田綜合建設
㈱ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｼｽﾃﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
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
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
㈲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
そば処大むら
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㈲
㈲田部鉄筋工業
㈲丹建材興業
地方卸売市場㈱小田原園芸
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
㈱兵藤電気
㈲平石設備工業

平田㈱
藤沢自動車㈱
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
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　ﾋﾟｰｽｵﾌﾞﾏｲﾝﾄﾞ
㈲ボナール
堀内医院
まえかわクリニック
㈱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
㈱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

　町外の賛助会員　9社
㈱アルファ
㈱稲妻屋
関東自動車共済協同組合
㈱菊地鉄筋工業
NPO法人パソボラサークル
㈱冨士建設
㈲松田衛生社
㈱松田自動車学校
横浜陣太郎倶楽部



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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≪特例貸付≫
　コロナウイルス感染症の影響で減収し、生活費に
お困りの世帯への生活福祉資金特例貸付を令和３年
３月末まで延長して行います。
◆郵送か窓口でお申し込みください。
申請書類一式は、県社会福祉協議会ホームページ
からダウンロードできます。
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。
　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

　軽い認知症や障がいにより、日常生活上の判断
に不安のある方が、地域で安心した生活が送れる
ように町社協がお手伝いをします。
【事業内容】
①福祉サービス利用援助
・福祉サービスの利用に関する情報提供、利用に
おける申し込みの代行など
②日常的金銭管理
・福祉サービスの利用料の支払い代行、金融機関
からの預貯金出し入れ、税金や公共料金の支払
い手続きなど
③書類預かり
・年金証書や通帳、実印など重要な書類の保管など

【対象者】
・町内にお住まいの、判断能力が不十分で福祉サービス
の利用や金銭管理が適切に行えない高齢の方、知的障
がい、精神障がい、身体障がいがある方

【利用料金】
・相談は無料です。サービスを利用するには所得や事業
内容に応じて利用料が発生します。
★ご本人の利用意思が確認できない場合は、ご利用いた
だけません。

日常生活自立支援事業

◆金融機関での預貯金
の出し入れが不安。
手伝って欲しい

◆福祉サービスを使い
たいけれど申し込み
の方法が分からない

◆計画的にお金を使い
たいのに、いつも迷っ
てしまう。

◆通帳や印鑑などを
どこに置いたか分か
らなくなってしまう

このような困りごとはありませんか？

【問合せ】　　町社協事務局　☎84−3294
実施主体は神奈川県社会福祉協議会です
詳しくは、県社協HPもご参照ください
http://www.knsyk.jp/s/
kenri/nissei.html

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



私たちは、地域福祉活動を応援しています

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
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地域福祉プランを見直しました！
　大井町では、地域福祉プランを策定し、様々な
生活問題の解決に向けた取り組みを住民や事業
者、社協・行政が協働して計画的に進めています。
　この地域福祉プランは、平成30年３月に策定
し、令和５年度までの６か年の計画です。令和
２年度は、計画の中間年度にあたることから本年
度見直しを行いました。

　計画を進めるうえでの基本的な３つの考え方は
これまでを引継ぎ、後期計画では住民の権利擁護
の充実を視点とした見直しを行いました。地域福祉
プランの詳細は本会ホームページをご覧ください。
　計画の実現には、住民一人ひとりの協力が不可
欠です。明日の我が身に置き換えて、できるうち
に、できることをご協力ください。

【３つの基本的な考え方】

　　　地域福祉を担う
　　　人づくり

　住民が交流するきっかけ・機会を提供し、教育等を通じて福祉のここ
ろの醸成を図り、地域での支え合い活動を促進する等、様々な施策を講
じていきます。

　　　支え合いの
　　　きずなづくり

　住民が主体的に活動・運営できる
仕組みをつくり、多様な職種や機関・
地域との連携・協力を促進するとと
もに、活動の場のバリアフリー化を
推進します。

　　　安心して暮らせる
　　　まちづくり

　様々な悩みに対応できる包括的な相談支援
体制の整備を図り、災害や防犯に備えた支え
合いの地域づくりを進めます。また、生活困
窮世帯の早期発見と支援を促進するととも
に、認知症や障がいのある方などが権利擁護
に関する制度や事業を利用しやすい環境を整
えます。

1
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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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　足柄仏教会より、
年末たすけあい募金
として、100,000円
をいただきました。
　誠にありがとうご
ざいました。

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

「令和2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　1,796,107円（前年度比　▲65,245円）　　　　　　　
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 ) 1,541,040 円
前年度比　▲ 28,190 円

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

29,185 円
前年度比　＋ 6,935 円

校内募金 大井高等学校 2,612 円
前年度比　▲ 1,025 円

街頭募金
ヤオマサ大井町店　　ヤオマサあしがらモール店　　ミマスモール
ローリィー　　NEC湘南テクニカルセンター　
【協力団体】ともしびショップゆう

16,853 円
前年度比　▲ 42,732 円

法人募金

㈱アクリテック　　足柄サンロード㈱　　石田綜合建設　　宇佐美理容室　　円蔵院
㈲オオイデンタルハウス　　（農）大井松田農事企画組合　　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　　㈲クラール　　
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　　（医）藤誠会佐藤病院　　㈲志沢商事　　西湘工業㈲
㈱西湘設備工業　　清陵電設㈱　　㈲瀬戸電気商会　　曽我郵便局　　そば処大むら
㈲大信住宅　　大通寺　　㈲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　　日本建材工業㈱　　ベーカリールームヨコヤマ　　
放課後等デイサービスピースオブマインド　　まえかわクリニック　　
㈱まるだい運輸倉庫　　みどり美容室　　放課後等デイサービスつぼみ　　
㈱リフテック　　㈱リンショー　　了義寺　　㈱和田電機

40 社
174,700 円
前年度比　5社増

＋ 13,000 円

募金箱

（一財）あしがら勤労者いこいの村　　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

18 か所
31,717 円

前年度比　▲ 13,233 円

＜年末たすけあい募金＞　　　
合計　1,311,092円（前年度比　+80,815円）
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） 1,201,071 円
その他 足柄仏教会、個人より、預金利子 110,021 円 最明寺加藤住職（右）



あなたの街に
格安レンタカー
が登場しました！

ロータスレンタカー大井松田店
藤沢自動車株式会社

☎0120-307-194 （フリーダイヤル）

〒258-0018
神奈川県足柄上郡
　　　　大井町金手1078

ミンナ イクヨ

福祉車両椅子レンタカーも
！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

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3年1月15日 №185
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バレエ青い鳥
大井愛唱会
NECディスプレイソリューションズ労働組合
田中　清
西大井水神保存会
匿名（１件）

3,000円
16,030円
20,000円
10,000円
6,934円
3,900円

善意の寄託金（敬称略）

善意の募金箱（敬称略）

（一財）あしがら勤労者いこいの村 1,089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２年11月上旬から令和２年12月下旬まで

「かざみどり」より活動報告
　11月11日に「障がい者の生活と社会参加」のテー
マで町議会教育福祉常任委員７名と会員９名の参加
で、一般会議を開催していただきました。
　福祉施設でのサービスには、生活介護・就労継続
支援B型・就労支援移行・放課後等デイサービス・
共同生活援助があります。町内の障がい児者の多く
が、近隣市町にある福祉施設を利用していることを
再認識する会議となりました。
　障がいの程度にかかわらず地元大井町では、利用
できる福祉施設が１か所しかありません。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、
大井町に福祉施設が必要であることを皆さまにご理
解いただけると幸いです。（下澤）
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　善意の募金箱
　設置店は随時募集しています。
　　　　☎84−3294

　大井町では、優先的に取り組む生活課題のひとつ
に、「日中の居場所・話し相手」があります。この
課題の解決へ向けては、小地域福祉活動推進組織
（ふくしの会）などが、サロンやカフェという名称
で新たな居場所づくりを推進されています。
　回を重ねるにつれ、喜びや期待の声が聞こえる
一方で、新たな課題も発生しています。
　サロン時にチョットしたレクリエーションやイベ
ントを行うことで、参加者の参加意欲を刺激し、参
加者が増える傾向があるようです。
　そこで、地域のサロン等で、ご披露・ご指導いた
だけるような、趣味・特技や資格のあるボランティア
を募集します。

【例】
・紙芝居　・腹話術　・マジック　
・折り紙　・踊り　　・楽器演奏
・体操　　・ゲーム　・脳トレ　etc.

　地域の関係者がサロン等を企画する際の支援とし
て、活動内容・支援者リストを作成しようと考えて
います。
　登録いただける方は、
町社協事務局へご連絡
ください。
　町社協事務局
　☎84−3294



ささえあい応援隊
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上山田福祉推進協議会
優良地区表彰状贈呈

　今年度神奈川県社会福祉協議会会長表彰を受
賞された「上山田福祉推進協議会」の高橋和久
会長へ本会会長から表彰状を贈呈しました。 社協カレンダー

2月 10日（水）　パソコンひろば

3月 10日（水）　パソコンひろば
25日（木）　法人後見検討委員会
 下旬　　　理事会・評議員会

次号の「社協おおい」は、４月１日発行です

―毎月23日はボランティアの日―8

リサイクルほほえみの
活動を通じて

　「リサイクルほほえみ」は、障がい児者の支援を
目的に皆さまからいただいた衣類をリサイクルして
バザーを行ったり、販売できない衣類はウエスに加工
して販売しているボランティア団体です。集まった

収益は、障がい児者
への支援にひろく
活用されています。
　今回は、この活動
に長く携わられ、現
在団体の代表者の
酒井俊子さん（上大
井在住）にお話を
伺いました。

🆀　ボランティア活動を始めたきっかけは
🅰　今から数十年前になりますが、家族が交通事故
に遭い、とても大変な時期がありました。その
時、まわりの方にとても親切にしていただきまし
た。その際、自分の中で、今度は逆の立場になって、
何かできることはないかと思った時に、ちょうど
「リサイクルほほえみ」の活動に出会ったことが
きっかけです。
　その後、町内の企業や子育て支援センターで勤務
していましたが、仕事を通じて出会った方々とボラ
ンティアの活動が一つにつながっていると感じて
います。このような「つながり」がこれまで長く
ボランティア活動を続けてこられた原動力ではない
かと思います。

🆀　日頃の活動について教えてください
🅰　「志楽」という言葉を大事にしており、日頃から
楽しいと思えることを活動しています。まずは楽し
くないと続かないと思います。
　現在の「リサイクルほほえみ」は、９名の会員が
おり、平均年齢が77.8歳です。会員のほとんどが
高齢者で、最高齢者は91歳です。
　日頃の活動が生きがいとなっていて、みんなイキ
イキしています。常に手先を使う活動でもあるので
介護予防にもつながっています。
　会の活動を始めて30年で、通算1,560万円を販売
し、寄附させていただくことができました。

🆀　今後の活動について
🅰　当初の目的である障がい児者支援の活動として
「心と物を大切に」の想いと、衣類等を提供して
下さる方からの「障がい者のために活用してくだ
さい」との気持ちを大切にして、今後も活動をして
いきたいです。
　それから新会員の募集です。ご興味ある方はぜひ
一緒に活動してみませんか。

　このコーナーは、「ささえあい」をテーマ
に様々な地域活動を行っている方に、活動状
況や活動への思いなどを伺っています。

リサイクルほほえみよりお知らせ
　ほほえみハウスが老朽化に伴う床修理のため、
バザーをお休みします。
お休み期間　1月28日（木）～2月11日（木）
　以後の予定は、ほほえみハウスに掲示いたし
ます。
問合せ　町社協事務局　☎84−3294


