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サービス実施状況を
　　　　　お知らせしています
　本会の事務所入口に、在宅福祉サービスの実施状況

を表示しています。町民の皆様により具体的に各種事業

の実施状況をお伝えしていくために設置しました。

近くをお通りの際は、ぜひご覧ください。

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地域の生活

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

ここに
あります
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４月８日（木）スタート
　自宅の近くからスーパーマーケットまでの間の送
迎をいたします。登録制となりますので、利用を希
望される方は、事前にご相談ください。
■対　象　運転免許証や車を所有していない方で買

物に困っている方
■日　程　毎週木曜日午前中（週１回）
　　　　　時間は、事務局と調整します
■費　用　200円／１回
■申　込　事前の登録が必要となります

４月７日（水）スタート
　スーパーマーケットなどから離れている地区で、
試行実施の際に要望が多かった地区を優先的に回り
ます。
　新型コロナウイルス感染予防の対策としてマスク
の着用をお願いいたします。また、お買い物袋（エ
コバック等）をお持ちください。
■対　象　どなたでもご利用できます
■日　程　毎週水曜日
　　　　　時間は、次の表をご参照ください
■その他　登録・利用料など不要
※自治会に関わらず、
拠点にお近くの方は
自由にご利用いただ
けます。

　以前行った調査結果をもとに、在宅福祉サービスの
見直しや困りごとの現状を掘り下げるなかで、令和２
年度は「移動販売」「買物ツアー」の２つの事業を試
行しました。
　利用された方々から感想や買物に関する現状や目的
などをお聞きしたところ、生協等の宅配を利用され
ている方が非常に多く（買物ツアー利用者の約42％）
いたことが把握できるとともに、宅配だけではなく店

舗等での買物も併用し、上手く使い分けがされている、
または希望する方が多いことも分かりました。
　「買物」は、欲しい商品をただ買いに行くという目
的だけではなく「外出の機会」「人と会ったり話しを
する機会」「気分転換」という目的も含んでいる方が
多数いられました。
　このような状況を踏まえ、令和３年度は次のような
買物支援事業を実施していきます。

買物支援事業スタート !!
～試行から本実施へ～

販売拠点 時間
篠窪自治会館 13：10
柳稲荷前バス停付近 13：30
旧内田商店 13：50
下山田自治会館 14：10
上大井自治会館周辺 14：30
馬場老人憩いの家 14：50
新宿稲荷社 15：10
吉原自治会館 15：30
NEC南側住宅地 15：50

移動販売「くるまつくん」 わくわく・ショッピング

送迎用車輌と運転ボランティアを募集!
　車輌は８人～10人乗りで、電動スライドドア並
びに電動ステップが搭載された車輌をお持ちの高
齢者介護施設・企業様等で、本事業に貸与いただ
けましたらご支援・ご協力をお願いいたします。
　ボランティアは、利用者さんの自宅付近からスー
パーまでの送迎と、買物時の見守りや大きな荷物
の運搬のお手伝いをしていただける方を募集して
います。



●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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　３月11日（木）に、上山田福祉推進協議会にて、
「ありがとう記念花壇」の開園式と東日本大震災
追悼式が行われました。これは、同会が昨年11
月に神奈川県社会福祉協議会会長表彰を受賞され
たことを記念して、同会髙橋和久会長の提案によ
り設置されました。プランターには、子どもたち
から交通安全や地域の見守り活動への感謝のメッ
セージがつづられています。
　場所は、町道８号線の山田総合グラウンドへの
入り口付近です。近くをお通りの際はぜひご覧く
ださい。

　皆様には、社協会費にご協力いただき誠にありが
とうございます。社協の会費は、福祉サービス事業
や、地域での主体的な福祉活動を支援することなど
に活用しています。
　一般会費については、各自治会に納入のご協力を
いただいています。また、団体、賛助会員については、
事務局より直接お願いをさせていただきます。ご依
頼の時期は7月を予定しておりますので、引き続き皆
様のご協力をよろしくお願いいたします。

社協の会費について
会員の
種類 対　象 会費額

（年額） 納入方法

一般
会員

町内の
全世帯 1 口

500 円

7 月頃、自治会を通じて
納入をお願いしています

団体
会員

各種
団体 ①金融機関からの振込

②お伺いしての集金
③事務局窓口にて納入賛助

会員
法人・
商店

1 口
5,000 円

会費を活用している主な事業

移送サービス 会食会 生活応援隊

「ありがとう記念花壇」開園式が行われました
～上山田福祉推進協議会～



庭木の剪定、除草、屋内外の清掃、
障子の張替、網戸の張替、ペンキ塗り、
家の小破修理（床の張替等）、農機具
の修理、田畑の耕起、刃物の研磨等、
その他ご相談に応じます。
会員募集（随時受付けいたします）

大井町シルバー人材センター
町保健福祉センター内　電話 83－8014

60歳以上で、健康で働く意欲のある方
一般社団
法　　人

私たちは、地域福祉活動を応援しています
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　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行っています。

【資金種類と貸付上限額】
▶緊急小口資金
　最大10万円または20万円（条件による）
▶総合支援資金（貸付期間は３ヵ月以内）
　単身世帯　月15万円以内
　複数世帯　月20万円以内

【申請方法】
　郵送もしくは窓口での申し込み。
　必要書類については本会へお問い合わせください。
　詳細は神奈川県社会福祉協議会のホームページ
からもご確認いただけます（申請書類のダウン
ロード可）。
http://www.knsyk.jp/s/shiru/kashitsuke_
kinkyu_corona.html

【問合せ】
町社協事務局　☎84−3294
＊新規の申込期限は、6月末まで
　の予定です。

生活福祉資金特例貸付のご案内
新型コロナウイルス対応支援

　町内在住の65歳以上の方を対象に、毎月１回会食を行う事業です。調理や催し物はボランティアにご協力
いただいています。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度は開催を中止いたしました。令和３年度につきまして
も、開催は未定です。新型コロナウイルス感染症が収束し、開催できるようになりましたら、広報紙等でお知
らせをいたします。

皆様からの会費を活用しています。会 食 会

　地域で安心して生活できる事を支援する会「か
ざみどり」より、世界自閉症啓発デーを紹介させ
ていただきます。
　４月２日は国連の定めた世界自閉症啓発デーで
す。町内の公共施設にポスターを貼らせていただ
きましたので、皆様に発達障害についてご理解い
ただけましたら幸いです。自閉症啓発デーについ
て詳しくは、公式サイト（QRコード）をご参照
ください。
　今後も「かざみどり」では、障がい者啓発活動
を行いたいと考えています。ご理解ご協力をよろ
しくお願いいたします。

世界自閉症啓発デー　４月２日
発達障害啓発週間　　４月２日～８日

　「かざみどり」より
お知らせ　



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

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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対　象　自治会や各種団体・賛助・団体会員
予　約　利用日の３か月前の１日から　（町外の賛

助・団体会員は２か月前の１日から）
町社協窓口での受付

（電話やFAX・メールでの予約はできません）
料　金　無料（清掃や原状回復での返却をお願いします）

～イベント用品～

対　象　町内に在住し、介護保険認定外（介護保
険認定者でも一時的な利用は可）の虚
弱な高齢者や、身体障がい者、骨折等
で歩行困難な方。

期　間　原則３か月以内。貸出期間を超えて利用
する場合は更新が必要。

料　金　3ヶ月間　無料
＊ただし、社協一般会員に加入されてい

ない世帯は１回につき500円。
＊また、３か月を超えて利用を希望する

場合は更新毎に500円。

～福祉機材（車いす）～

用　品 台数 用　品 台数
かき氷機 ３台 高齢化擬似体験セット ６セット
綿菓子機 ２台 点字器 36セット
ポップコーン機 ３台 輪投げ ９セット
鉄板 ２枚 グラウンドゴルフ ７セット
行事用テント ７張 ボッチャ １セット
着ぐるみ ４体 放送機材 １セット
水槽 ２台 プロジェクター １台　　
ビンゴゲーム機 1セット ビーンボウリング 1セット

～イベント用品一覧～

貸出用品のご案内
本会では、下記のとおり、福祉機材（車いす）と各種イベント用品の貸し出しを行っています。

ボッチャ

ご利用を希望
される方は、
社協窓口まで

ビーンボウリング

ポップコーン機 綿菓子機



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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　４月から、毎月１回、第一木曜日にバザーを開
催します。ぜひお越しください。

日　時　毎月第一木曜日　９：30～12：00
場　所　ほほえみハウス（町社協裏）
当面の開催
４月１日（木）　　５月６日（木）
６月３日（木）　　７月１日（木）

日　時　毎月第２水曜日
　　　　午後１時30分～３時30分

・４月14日　　・５月12日　　・６月９日
・７月７日　　・８月11日　　・９月８日
・10月13日　　・11月10日　　・12月８日
・１月12日　　・２月９日　　・３月９日

場　所　ともしびショップゆう
　　　　（町保健福祉センター１階ロビー）
対　象　高齢者や障がいのある方
料　金　500円（飲み物付き）
問合せ　町社協事務局　☎84−3294

ともしびショップゆうで
くつろぎのひと時を !!

　ともしびショップは、 障がい者の就労への
きっかけづくりや社会参加の場として生まれた
お店で、県内各地39カ所に開設されている喫茶
店・売店です。
　大井町は、町保健福祉センター
の１階にあります。ぜひご利用く
ださい。

“おいしいコーヒー”と
ぬくもりと笑顔でお待ちしています

リサイクルバザー

　　ほほえみショップ開催

　パソコン操作でのお困りごと相談承りま
す。予約等は不要ですので、直接お越しくだ
さい。お待ちしています。
●主な内容　・初めてのパソコン
　・文字入力　・お知らせ文の作成　など
●パソコンは数台は用意していますが、ご自

分のノートパソ
コンをお持ちい
ただいても結構
です

営業時間　10：30～14：00

町保健福祉センター内

☎83−8011（内線614）

※新型コロナウイルス 
の影響で日程が変更に
なる場合があります。

 パソコンひろば　～初めての方、パソコンにふれてみませんか！～



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
〒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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　善意の募金箱
　設置店を随時募集しています。

市場下どんど焼
第一生命ビジネスサービス㈱
匿名（３件）

17,335円
22,120円
4,800円

善意の寄託金（敬称略）

善意の募金箱（敬称略）

堀内医院
小宮歯科医院
鈴木歯科医院
ヤオマサあしがらモール店
ヤオマサ大井町店
ザ・ダイソーミマスモール店
食品館あおば大井松田店

5,642円
3,758円
980円
4,821円
3,672円
2,514円
4,044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１月上旬から令和３年３月中旬まで

121

　ボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故
によりケガをされた場合や、偶然な事故により他人
にケガを負わせたり、他人の物をこわしたことによ
り法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金が
支払われる保険です。
●年間保険料

●補償期間
　令和３年４月１日～令和４年３月31日

★４月１日以降（年度途中）の加入については、
加入申し込み手続き完了日の翌日から令和４年
３月31日までの補償となります。
補償内容等詳細はお問い合せいただくか、
QRコードでご確認ください。
●手続き　町社協事務局にて
●問合せ　町社協ボランティアセンター
　　　　　☎84−3294　担当：小嶋・小川

ボランティア活動保険 もう更新は
お済みですか？

基本プラン 天災・地震補償プラン ※
350 円 500 円

※天災・地震補償プランは、地震・噴火・津波に起因す
る死傷も補償されます。

社会福祉士実習受入れます！
　本会では、令和３年度より「社会福祉士相談援助
実習」を受け入れます。
　社会福祉士を取り巻く環境が変化し、権利擁護・
成年後見制度等の新しいサービスの利用支援といっ
た役割への期待が高まっています。
　本会では、権利擁護を目的とする「日常生活自立

支援事業」は平成１１年から取組んでおり、「成年後
見制度」においては、法人として受任する「法人後見」
の実施へ向けて体制の整備を進めています。
　社会福祉協議会での実習により、こうした新たな
役割への対応力を学ぶ事ができます。
　実習を希望される方は、養成校（大学・専門学校）
を通じてご相談ください。

　☎　8　4　−　3
みんなの
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皆様から集められた

ベルマークが活用されています！

社 協 お お い 令和3年4月1日№186

社協カレンダー

4月 14日（水）　パソコンひろば

5月 12日（水）　パソコンひろば

次号の「社協おおい」は、５月15日発行です

4月25日（日）に予定されていた第44回ふれあい
広場は、新型コロナウイルス感染症の影響により
中止となりました。

ふれあい広場　中止

―毎月23日はボランティアの日―8

新年度スタート　令和3年度がスタート
しました。昨年度試行を行い本格実施する「買
物支援事業」や、法人後見事業における「受任
体制の確立」など新たな取り組みを進めていき
ます。
　また、情報発信の充実という面では、本会ホー
ムページをリニューアルし、より皆様に分かり
やすく的確な情報をお届けできるようにしてい
きます。
　新型コロナウイルス感染症の一日でも早い収
束を願いつつ各種事業に取り組んでまいります。

編 後集 記

　平成25年より、毎月23日をボランティアの
日と定め、小・中学校の昇降口付近にて、ペッ
トボトルキャップやベルマーク等の回収を行っ
てきました。令和２年度はコロナウイルス感染
症の影響もあり、小・中学校での登校時の回
収は中止しました。そのような状況の中でも、
自主的にボランティアの日としてペットボトル
キャップ等を集めてくださる学校もあり、事業
が浸透してきていることを感じています。

　ボランティアの日等で集まったベルマークは、
町内の整理ボランティアの皆様が整理し、ベル
マーク財団に送られ、学校のベルマーク点数に
加算されます。大井小学校では、令和元年度ま
でに集まったベルマーク点数（168,854点）を
活用し、黒板拭きクリーナーを６台とスカッド
ボーイⅡ（楽しく正しい投げ方を身につけられ
る体育器具）を23個購入されました。

　ベルマーク回収ボックスは、町内の公共施設やヤオマサ大井町店にも設置させて
いただいております。普段使われているものや食品等でベルマークがついていたら、
是非、回収ボックスへご協力お願いいたします。
　また、右のマークの付いたテトラパックもベルマーク対象
商品ですので、社協窓口へお持ちいただけると嬉しいです。
　詳しくはベルマーク財団のホームページをご覧ください。
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