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上大井小学校での手話講座
　本会では、町内各小中学校での福祉教育を推進し

ています。写真は、1月に上大井小学校 4年生を対象

に行われた手話講座の様子です。

　詳細は 8 ページをご参照ください。

　社会福祉協議会（略して社
しゃ

協
きょう

）は、地域

の皆様とともに、地域課題などを把握し、

解決に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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特　集
社協の社協の福祉サービス福祉サービス

　最近は、買物や通院など外出にともなう課題を抱える方が増加しています。本会ではこのような生活上
の困りごとの解決を目的に、次のような福祉サービスを実施しています。これらのサービスの担い手は、
ボランティアです。住民の皆様の参加とご協力をいただき、安心して誰もが住みよい福祉のまちづくりを
推進しています。

　以前の調査等で買物や通院時の移動手段に課題を抱えている方が
多いことが分かり、買物支援事業に取り組んでいます。通院につい
ては既存の移送サービスを拡充して対応していますが、買物につい
ては新たな取組を進めています。
　外出時の移動手段については、高齢化や核家族化を背景とする社
会現象のひとつで、大井町に限ったことではなく、全国的な課題と
なっています。選択肢を増やすことで、多様化するニーズに対応で
きるよう、今後もニーズに沿った取組を進めます。

買物
支援事業

わくわく・ショッピングわくわく・ショッピング
日　時　毎週木曜日午前 （登録時に送迎時間を決めます）
内　容　自宅の前から、ヤオマサまでの送迎をします。隔週

で大井町店とあしがらモール店を利用します。買物
袋等は状況により玄関先まで運ぶこともできます。

費　用　200円／１回（見守り介助料として）
※事前の登録が必要です。

移動販売　　　移動販売　　　
「くるまつくん」「くるまつくん」 販売拠点 販売時間

篠窪自治会館 13：10～13：25
柳稲荷前バス停付近 13：30～13：45
旧内田商店 13：50～14：05
下山田自治会館 14：10～14：25
上大井自治会館付近 14：30～14：40
馬場老人憩いの家 14：45～14：55
JAかながわ西湘大井支店 15：00～15：15
新宿稲荷社 15：20～15：30
吉原自治会館 15：35～15：50
ＮＥＣ南側住宅地 15：55～16：05

日　時　毎週水曜日午後
内　容　ヤオマサ大井町店で販売されている商品、

約400品目1,000点を車輌に積み、町内の
拠点を巡回して食料品等の販売をします。

巡回する拠点と時間



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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運転ボランティアの活動
★活動日時　平日の空いている日で、

８：30～17：00までの間の数時間
★活動範囲　町内から近隣の病院等

（片道25km程度の病院まで）
★資　格　　普通運転免許所持者

（概ね75歳まで）

移送
サービス

対象者　要介護認定者、または身体障害者手帳をお
持ちで、通院時等の移動にお困りの方

内　容　①病院への通院、入退院のとき
②福祉施設等への入退所のとき
③その他公共機関への諸手続きのとき
（移送サービス途上での軽易な買い物は、
事前にお申し出いただければ可能です）

利用回数　週１回、または月５回まで
利用料　３㎞未満400円　
　　　　以降２㎞超過につき200円加算
注意事項　
①予約は、利用日の２か月前の１日から利用希

望日の前日まで可能です。
②ご利用時は原則として介助者の付き添いをお

願いします。難しい場合はご相談ください。
③直前のお申込みは、予約状況等により対応で

きないこともありますので、お早めのご予約
をお願いします。
※事前の登録が必要です。

移送サービス移送サービス

　通院や入退院、施設への入退所等の際にお困りの方
を対象に、自宅から目的地までの送迎を行います。運
転は、講習を受けた運転スタッフ（職員・ボランティア）
が担っています。
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　利用状況は、上のグラフで分かるように年々増加
傾向にあります。今後も利用ニーズが増える見込み
であり、運転ボランティアを充実させ、体制を整備
していくことが課題です。
　運転ボランティアにご興味関心がある方は、４月
23日（土）に「運転ボランティア講習会」を開催し
ますので、お申込みをお待ちしています。詳しくは
５ページをご覧ください。お力をお貸しください。



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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　「生活応援隊」は、ゴミ出しや電球交換などのちょっ
とした困りごとのお手伝いから、介護保険の利用に
至るまでの家事支援などを行っています。
　継続性のある内容にも対応していくなど、生活ニー
ズに寄り添い問題を解決できるよう、支援内容は右記
のとおりです。
【対象となる方】
◆町内在住で、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの

世帯（概ね65歳以上の方）
【支援できる日時】
◆平日９：00から17：00まで
◆困りごとの内容によって、緊急に対応した方がよい

と判断される場合は、上記の時間以外でも活動を
行うこともあります。

【利用の方法】
◆まずはお電話でご相談ください。
　町社協事務局　☎84−3294

【サービス内容】	 R2.6.1改正
№ 内　容 利用料金
① ゴミ出し 100円/ １回

② 軽易な家具などの移動

15分毎に
300円

③ 電球・蛍光灯の取替

④
軽易な日常生活上の援助
（落ち葉集め・クリーニングの
洗濯物搬入など）

⑤ 買物の代行

⑥
一緒に体操
（軽易なストレッチなどのレク
リエーション）

⑦ 調理・調理補助 30分毎に
1,000円⑧ 家屋内の掃除・整理・整頓

⑨ 移送サービス利用時の
介助・病院内の付添い

⑩

外出支援
＊一緒にタクシー移動も可
（買物付添い・散歩付添い・墓参り
付添いなど）

⑪ ハンドケア・フットケア
（手浴・足浴など） 30分毎に

1,250円⑫ もみほぐし（女性限定）

⑬ 身体介護を伴う活動

⑭ その他（会長が必要と認めたもの）
＊できる限り、ご要望にお応えします

※⑨～⑬のサービスには有資格者が対応します。
※ 2人対応の場合は、2倍の料金になります。

生　活
応援隊

生活応援隊

　わくわく・ショッピングや移送サービス、生活応援隊の各事業ではボランティアを募集しています。お力を
貸していただける方をお待ちしております。お気軽にお問合せください。　　町社協事務局　☎84−3294

担い手を募集担い手を募集‼‼



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

社 協 お お い令和4年4月1日 №192

5

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

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～～イベント用品～

貸出用品のご案内貸出用品のご案内

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）～～福祉機材（車いす）～

本会では福祉機材（車いす）と
各種イベント用品の貸出しを行っています。

ご利用を希望される方は、社協窓口まで

移送サービス運転ボランティア講習会
～新たな活動を始めてみませんか！～

　本会では、移送サービスを拡充し要介護高齢者
などの通院時の送迎を行っていますが、利用される
方が増加し、運転ボラン
ティアが大変不足してい
ます。
　運転が好き・得意、空
き時間を使って地域活動
がしたいという方はぜひ
ご応募ください。

日　時　４月23日（土）９：20～18：00頃
場　所　生涯学習センター　２階会議室
定　員　18人（定員になりしだい締切）
内　容　福祉有償運送、セダンなどの運転者講習
参加費　11,000円　　※ 移送運転ボランティアを

担っていただける方は無料
申込み　４月15日（金）までに電話にて

以前の講習会の様子



●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！

〒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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国連が定めた啓発デーについて
３月21日　世界ダウン症の日
４月２日　 世界自閉症啓発デー
４月２日～８日　発達障がい者啓発週間

　保健福祉センター入口付近にポスター掲示とライト
アップ、町施設等にポスターを掲示いたします。
　私たちは皆それぞれ異なる感性と個性を持っています。
地域で共に支えあい、思いやりの心で皆様のご支援を
お願いいたします。
かざみどり会長　下澤
問合せ　町社協事務局　☎84−3294

　　　　　　　　―開催内容―
日　時　毎月第２水曜日
　　　　午後１時30分～３時30分

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

　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　　・初めてのパソコン操作
　・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

 パソコン パソコンひろばひろば　　～パソコンにふれてみませんか！～

かざみどりかざみどりよりより



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

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
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ホームページ　ホームページ　
　　　　　　リニューアルしました！リニューアルしました！

　本会のホームページを３月下旬
からリニューアルしました。社会
福祉協議会をよりご理解いただ
けるよう分かりやすく的確な情報
を素早くお届けいたします。

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12月28日から令和４年３月18日まで

126

善意の寄託品（敬称略）
瀬戸　浩一
㈱エス･トラスト大阪本社
（合）マルク
匿名（3件）

保存用飲料
冷感マスク
マスク

タイヤ、食料品、紙オムツ等

第二長寿会
匿名（5件）

2,443円
7,750円

善意の寄託金（敬称略）

善意の募金箱（敬称略）

ヤオマサ大井町店
ヤオマサあしがらモール店
鈴木歯科医院

5,986円
13,849円
13,445円

　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で
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４年４月１日～令和５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５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わせいただくか、
チラシ・パンフレットでご確認ください。
●手続き・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　　　　　 350 円
天災・地震補償プラン 500 円
特定感染症重点プラン 550 円

≪新型コロナウイルス特例貸付≫
　新型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４年６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合せいただく
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

【問合せ】町社協事務局　☎84−3294

生活福祉資金のご案内
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―毎月23日はボランティアの日―8

※講師２人は透明マスクを着用しています。

　　上大井小学校手話講座上大井小学校手話講座　　
　１月19日、上大井小学校４年生を対象
に、手話講座が開催されました。コロナ
禍ではありましたが、足柄上ろうあ福祉
協会と手話サークル稲穂の協力により、
感染症対策を講じながら開催することが
できました。短い時間でしたが、皆さん
真剣に講師の話を聞き、最後には手話で
「ありがとう」とお礼をあらわしていま
した。

　　ベル―マーク点数で学校備品を購入ベル―マーク点数で学校備品を購入　　
　湘光中学校にて、ボランティアの日等で集まっ
たベルマーク点数を利用して学校備品を購入しま
した。購入備品は先生と福祉委員会で検討し、ホ
ワイトボード・車いす・机いすのセットになりました。
　委員会活動の時間に生徒がホワイトボードの組
み立てや机といすの高さ調整等を行い、早速活用
されています。

　皆様からいただいたベルマークはボラン
ティアの方々に整理していただき、このよう
に学校で活用されています。これからもご協
力、よろしくお願いします。 ベルマークで購入した備品

社協カレンダー4月 13日（水）　パソコンひろば
22日（金）　ボランティアの日

11日（水）　パソコンひろば5月

次号の「社協おおい」は、５月15日発行です

　4月24日（日）に予定されていた第45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

　会食会は、今年度も実施を見合わせています。
ご了承ください。

会食会

ホームページ刷新!!　令和 4 年度が
スタートしました。掲載のとおり３月下旬
からホームページを刷新しました。本会事業
の案内や地域の情報、課題など皆様にとって
身近な内容を発信していきますので、ぜひ
ご覧ください。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、
地域活動や町域のイベントなどで中止や延期
が続いています。これらの活動が再開できる
よう一日も早い収束を願っています。

編 後集 記

福祉教育のトピックス


