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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

移動販売車「くるまつくん」運行中！

　先日篠窪自治会にて「移動スーパーがやって来る‼」

のチラシを全世帯に配布し、移動販売車「くるまつ

くん」の事業周知を行いました。

　買物の一つの手段としてぜひご活用ください。
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　本会では、夏休みに小・中学生を対象とした福祉講座を開催します。夏休みを活用し、福祉に関する講座や体
験をとおして理解を深めてみませんか？町内在住で、町外の学校に通っている方も参加できます。詳しくは､ 学
校を通して配られるチラシをご覧いただくか、事務局へお問い合わせください。　　町社協事務局　☎84−3294

対　　象　町内在住の小学４ ～ ６年生、中学生
募集人数　各講座15名（保育体験は１日５名）
　　　　　保護者の方も是非一緒にご参加下さい！ (保育体験は除く)

問合せ問合せ　　町社協事務局　☎84−3294町社協事務局　☎84−3294

【中学生対象】各日５名
内　容 日　時 場　所 備　考

保育体験をしよう！

８月１日（月）
８月２日（火）
８月３日（水）
いずれも９：00～15：00

大井保育園
事前オリエンテーションを実施します
日時　７月27日（水）　14：00～15：00
場所　町生涯学習センター

１日を選択

⎩
⎜
⎨
⎜
⎧

サマーチャレンジセミナーサマーチャレンジセミナー

内　容
　学校や家庭など日々の生活の中で思いやりの気持ち
や、お互い助け合うことの大切さに気付いたことはあ
りませんか。あなたの感じた「ふくし」について、自
由なテーマで書いてみよう。
対　象
　町内在住の小・中学生
締　切
　８月30日（火）までに各小・中学校へ提出してく
ださい。
★優秀作品は、神奈川県福祉作文コンクールへ代表作

品として出展します。また、「福祉みんなのつどい」
での発表作品を選考する予定です。

★優秀作品は、本会が発行する広報紙や作文集に作品、
学校名、氏名を掲載しますのでご了承ください。

福祉作文の募集福祉作文の募集

参加者募
集!! 皆様からの会費が活用されています

　長期休暇中に実施している、障がい児者等の社
会参加を目的としたデイサービス事業です。今年
度も学校のプールは使用できないため、内容を工
夫して実施します。会場での食事ができないため、
午前中のみの開催となります。
　大勢のボランティアのご協力で運営されていま
す。ボランティア参加は、お気軽にお問合せくだ
さい。

実施日　　７月26日(火)　　８月10日(水)
　　　　　８月17日(水)　　８月26日(金)
時　間　　９：30～12：00
場　所　　ふれあい館・生涯学習センター
利用料　　300円／回

夏季レスパイトサービス  実施！夏季レスパイトサービス  実施！

【小学生・中学生対象】
内　容 日　時 場　所

ペタンク体験 ８月１日（月）
10：00～11：30

日枝神社（大井町金子726）
※雨天は河原自治会館（神社敷地内）

福祉用具について学ぼう
（見てみよう！触ってみよう！）

８月９日（火）
10：00～11：30 町総合体育館（多目的室）

傾
けいちょう
聴について学ぼう

（コミュニケーション能力を高めよう）
８月24日（水）
13：30～15：30 町保健福祉センター（第１・２会議室）
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　大井町在住・在勤の方で、日頃から福祉事業に
携わっている方（専門職・有資格者）をはじめ、
福祉活動や福祉課題に興味がある方などが一堂に
会して、大井町の福祉活動の現状や課題を共有し、
これからの取組などについて、話し合いをしたい
と思い本事業を開催します。
　高齢化や核家族化の進行に加えて、新型コロナ
ウイルスにより、以前にも増して福祉課題が大幅
に増加しています。
　そこで、町内外を問わず、様々な福祉活動や事業
に携わっている方々の豊富な知識や経験を大井町
の福祉活動へ提供いただくとともに、福祉活動への
想いなどを語り合い、“夢のある大井町の福祉活動”
を描きたいと思います。
　つきましては、右記のとおり開催しますので、
多くの方にお申込みいただきますようご案内し
ます。

日　時　８月17日（水）18：30～20：30
場　所　大井町生涯学習センター
　　　　２階第１・２会議室
対　象　大井町在住・在勤の方で、福祉関係事業所

（高齢者・障がい者等ジャンル問わず）等
にお勤めの方（資格有無問わず）、福祉活
動に興味のある方

定　員　20名（先着順）
内　容　１）大井町の福祉の現状について
　　　　２）これからの福祉活動について
　　　　３）その他
申込み　町社協事務局☎84−3294
　　　　Eメール　info@ooi-shakyo.jp
　　　　https://forms.gle/tVn9yaghhGvaqkhS7

福祉職集まれ〜！福祉職集まれ〜！
～あなたの知恵や経験を大井町で生かしてみませんか？～

専門職懇談会専門職懇談会

　買物支援事業などの利用者の増加に伴い、送迎用
の車両を整備しました。既存の車両は、都度踏み台
を出したり、シートをスライドして乗降する必要が
あり危険を伴っていました。そこで、送迎に特化し
た車両の購入を計画しました。
　購入にあたっては、共同募金配分金や（株）
SRC様、そしてリサイクルほほえみ様からいただ
いた寄附金を活用させていただきました。改めて深
くお礼申し上げます。

リサイクルほほえみ様よりご寄附

送 迎 用 車 両 を 整 備送 迎 用 車 両 を 整 備
買物支援事業　わくわく・ショッピング
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　令和３年度は、令和２年度に引続き新型コロナ
ウイルス感染症の影響を大きく受けて、高齢者を
対象とした事業や飲食を伴う事業は中止や延期を
余儀なくされました。
　一方で、外出支援や生活支援を目的とした事業
については、大幅に利用件数が増加しました。背
景として、新型コロナウイスル感染症による、外出・
他者との接触を控える呼びかけなどにより、筋力
や認知機能の低下が考えられます。

【地域福祉活動推進部門】

　買物支援事業として、わくわく・ショッピングと
移動販売を本格的に実施しました。着実に利用者が
増加しています。
◆生活支援コーディネーター事業では、民生委員

児童委員との懇談会や地域住民との座談会を開催
しました。

◆小地域福祉活動推進事業では、ふくしの会への
活動助成を通して、地域の居場所づくり活動を
支援しました。

◆ホームページを刷新し、情報提供体制の整備を
図りました。

【在宅福祉サービス部門】

　住民参加型在宅福祉サービスとして各種事業を
実施しておりますが、ニーズの増加に対して、ど
の事業も担い手が不足の状態です。
　買物支援事業では、わくわく・ショッピングの
利用登録者が着実に増加しています。
　今後も利用対象者の増加が見込まれることから、
事業実施体制の整備が急務です。

　令和２年度に件数が大幅に増加しましたが、令和
３年度は更に増加しました。

【相談支援事業部門】

　法人後見事業の立上げへ向けては、準備委員会
を開催し、協議・検討を重ねて受任体制を整備しま
した。
　日常生活自立支援事業の契約件数が増加し、それ
に伴い相談支援の件数も大幅に増加しました。
　生活福祉資金貸付事業では、新型コロナウイルス
の影響で休業や退職により生活が困窮した世帯に
対して特例の貸付を行いました。
　相談件数並びに貸付件数は大幅に増加しました。

【法人運営部門】

　ICTの導入については、サイボウズのk
キ ン ト ー ン

intoneと
o
オ フ ィ ス

fficeを７月から導入し、職員間の情報共有やペー
パーレスに向けた取組みを行い業務の効率化を図る
とともに、災害ボランティアセンター運営を視野に
入れて体制整備を図りました。
　保存用食料の寄附を呼びかけ、複数の個人・団体
等から提供をいただき、生活福祉資金の相談時など
に、生活困窮世帯へ配付させていただきました。
　また、毎月１回職員のミーティングを実施し、
課題等の共有を図るとともに、組織内の連携強化
を図りました。

令和3年度事業報告令和3年度事業報告
◆生活応援隊のサービス内容拡充
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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

社 協 お お い令和4年7月15日 №194
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決　算　報　告
　令和３年度は、２年続けて新型コロナウイルス感染症対策の影響を大きく受けました。収入は、買物支援事業
への大口の寄附がありました。さらには、コロナ禍により生活困窮に至った世帯への生活費の貸付に伴う県社協
からの受託金収入が増額となっています。
　支出では、職員採用を見送った関係で人件費に大きく残額が生じています。また、事業費や事務費においても
新型コロナウイルスの影響により、事業の延期や中止となったため、残額が生じています。

事業別収入支出の状況表
（自）　令和 3 年 4 月 1 日　　（至）　令和 4 年 3 月 31 日 （単位：円）

経理区分 収　入 支　出 収支差額
法人運営事業 48,616,051 61,465,451 △ 12,849,400
調査研究事業 1,336,737 513,051 823,686
企画広報事業 3,603,105 1,620,635 1,982,470
地域福祉活動事業 18,879,079 4,799,288 14,079,791
ボランティア活動事業 2,507,328 148,544 2,358,784
福祉サービス利用援助事業 2,541,795 2,308,091 233,704
資金貸付事業 2,093,473 2,089,875 3,598
基金運営事業 9,228,951 30,000 9,198,951

合　　計 88,806,519 72,974,935 15,831,584
＊収入には、前期末支払資金残高（繰越金）も含む

科目別収入支出の状況表
収入科目 決算額 支出科目 決算額

会費 4,441,000 人件費 60,335,640
寄附金 1,506,365 事業費 3,620,655
補助金 33,157,500 事務費 4,358,626
受託金 7,093,674 助成金 984,064
負担金 1,426,950 固定資産支出 621,500
利息配当金 50,145 積立支出 3,054,450
雑入 2,040,016 計 72,974,935
積立資産取崩 28,352,182
繰越金 10,738,687

計 88,806,519
＊事業報告・決算の詳細については、
　本会ホームページに掲載しています。
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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

例えば　例えば　一般会費一般会費をを　　２口２口　　１，０００円１，０００円
納入いただくと、使いみちは次のとおりです納入いただくと、使いみちは次のとおりです　　

地域福祉活動事業　３０５円
ふくしの会への助成、生活支援コーディネーター、
事業推進委員会開催、車いす・行事用機材の貸出
福祉教育、ボランティア事業　２０７円

サマーチャレンジセミナー、福祉作文募集、小・中
学校への福祉教育の支援、ボランティア団体助成、
ボランティア講座開催事業
企画広報事業　１１７円

広報紙の発行、ホームページ、福祉みんなのつどい
開催
在宅福祉サービス事業　３０６円

移送サービス、買物支援事業、レスパイトサービス、
生活応援隊、会食会
相談支援事業　２０円

日常生活自立支援事業、法人後見事業、生活福祉資金
法人運営事業　４５円

車両の維持管理など

　毎年、町内の皆様をはじめ、法人、商店、各種団体の皆様には、社協会費にご協力いただき誠にありがとう
ございます。社会福祉協議会の会費は、本会が行う福祉サービス事業や、地域での主体的な福祉活動を支援
することに活用しています。
　本年度も、一般会員は、各自治会
に納入のご協力をお願いしています。
　また、団体、賛助会員は、事務局
より文書にてお願いをさせていただ
きますので、引き続き皆様のご理解・
ご協力をよろしくお願いいたします。

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

自治会を通じての納入を
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

社協会費納入のお願い

（令和４年度予算より）

会費の使いみち

全体
4,422,000円

地域福祉活動事業
1,348,000円
30.5%

法人運営事業
199,000円
4.5%

相談支援事業
87,000円
2.0%

福祉教育、
ボランティア事業
916,000円
20.7%

在宅福祉
サービス事業
1,353,000円
30.6%

企画広報事業
519,000円
11.7%



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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◆ 法人後見事業のご案内 ◆
　本会では、令和４年度より法人後見事業を開始
しました。この事業は、判断能力の不十分な認知
症高齢者や知的障がい者、精神障がい者で、親族
や専門職による後見人が得られにくい方に対し、
家庭裁判所の審判を経て、本会が法人として成年
後見人、保佐人又は補助人（以下、成年後見人等）
に就任し、利用者の権利擁護を図ります。
利用できる方
　大井町内に在住し、他に適切な後見人等候補者
がいないと判断される方で、本会法人後見事業審
査会において本会が後見業務を担うことが適当と
認められた方で次に該当する方
・本会日常生活自立支援事業の契約者で判断能力

が低下した方
・本会会長が必要と認めた方

事業内容
　本会が法人として成年後見人等となって、利用
する方の判断能力を補い、安心して日常生活が送
れるよう支援を行います。主に財産管理や身上保
護を行うことで、利用者の権利擁護を図ります。
利用料金
　相談は無料です。
　後見等の業務に対しての利用料金は、家庭裁判
所が利用者の資力その他の事情を考慮して決定し
た報酬金額に基づいて請求いたします。
問合せ
　町社協事務局
　☎84−3294

役員・評議員が交代しました
　本会の役員（理事・監事）、評議員は、町内の関係機関・
団体の皆さまに参画をいただいています。
　この度、一部の方が交代しました。これまでご尽力
いただきました皆さまに厚くお礼申し上げます。
　新しく役員・評議員になられた方は次のとおりです。

【役員（理事・監事）】 （敬称略）
役職名 氏　名 選出母体等
理　事 古矢　　潔 自治会長（　柳　）
〃 清水　裕之 町職員
監　事 横塚　昌平 自治会長（吉原）

【評議員】 （敬称略）
氏　名 選出母体等
金子　孝史 自治会長（新　宿）
末岡　祐司 　 〃　　（河　原）
湯田裕三郎 　 〃　　（根岸下）
清水　　晃 　 〃　　（坊　村）
橋本　美惠 　 〃　　（馬　場）
加藤　碩幸 　 〃　　（宮　地）
太田　吉昭 　 〃　　（金　手）
石井　　優 　 〃　　（上大井）
井上　卓司 　 〃　　（西大井）
杉崎　栄一 　 〃　　（赤　田）
藤澤　利則 　 〃　　（上山田）
古谷　　悟 　 〃　　（下山田）



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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～～おしゃべり会おしゃべり会開催しています～開催しています～

　夏休み期間中、宿題をしたり、遊んだり、おしゃ
べりしたり、町民向けに開放するフリースペース
を開所します（予約不要）。その様子を見守ってく
ださる大人も、同時募集します。
日　程　 7 月22日、29日
　　　　 8 月 5 日、12日、19日、26日
時　間　 9 ：00～15：00頃
場　所　オープンファーム
　　　　（NPO法人にないて拠点-金手1114番地）
※見守り人をしてくださる方は、下記へご連絡く

ださい。
問合せ　NPO法人にないて
　電話　87−5799（石黒）
　mail　since2019ninaite@gmail.com（大澤）

　 3 月からおしゃべり会を行っており、毎回 4 . 5
名の参加があります。4 月 5 月は新入学の時期で、
通学時の心配や先生とのかかわり等、初めての
ことに戸惑っているお話が多くありました。
　また、障がいのある子どもの施設利用の情報と
して、一つの施設だけの利用は難しく、複数の
事業所を利用しないと日中を過ごす場がないと
いうお話もありました。
　はじめは緊張気味でも、すぐにうちとけて世間
話から困りごとまで、色々な話題でおしゃべり
しています。話しやすい雰囲気を心がけています
ので、皆様お気軽に参加してみてください。
開催日　毎月第 3 木曜日（ 8 月はお休み）
　　　　次は、 7 月21日（木）　10：00～12：00
場　所　町保健福祉センター 2 階会議室

フリースペース開所のお知らせフリースペース開所のお知らせ

夏 休 み夏 休 み

かざみどりかざみどりよりより

日　程　10月 6 日（木）
場　所　東富士カントリークラブ
対　象　町内在住・在勤の方
費　用　参加費　2,000円（チャリティー金等）
　　　　プレー費（昼食代込み）
　　　　①セルフ　　　10,500円
　　　　②キャディ付　13,900円（組数限定）

★参加費は納入後の返金はできません。
　プレー費は当日支払い。
★パーティーは実施しませんが、順位は18ホール

のスコアで決定し表彰する予定です。
主　催　チャリティーゴルフ大会実行委員会
申　込　 8 月31日（水）までに各自治会の実行委員

または、町社協事務局まで
★新型コロナウイルス感染症の
　対策を十分に行います。

町民チャリティーゴルフ大会町民チャリティーゴルフ大会
参 加 者 募 集 !!参 加 者 募 集 !!



〒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

●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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歌謡曲DVD寄贈いただきました
　本紙前号で、歌謡曲DVDのご寄附のお願いを掲載
したところ、町民の方より
右記のとおりご寄附いた
だきました。誠にありが
とうございました。町内
の福祉施設で大切に活用
させていただきます。

善意の寄託品（敬称略）
ＪＡかながわ西湘
金手自治会
匿名（２件）

湘南ゴールド飲料　３箱
DVD

DVD等

手話入門講座を開催

どこかでだれかが

ありがとう
善意の寄託金品

期間：令和４年５月２日から令和４年６月30日まで

128

　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、興味のある方等ご参加
ください。
日　程　 7 月27日（水）、 8 月 3 日（水）
　　　　 8 月10日（水）、 8 月17日（水）
　　　　 8 月24日（水）
時　間　10：00~11：30
場　所　生涯学習センター 2 階　第 1 ・ 2 会議室
定　員　20名（先着順）
対　象　小学生以上
講　師　足柄上郡ろうあ福祉協会会員
申　込　 7 月22日（金）までに電話で
　　　　町社協事務局☎84−3294

リサイクルほほえみ
大井愛唱会
匿名（４件）

700,000円
18,035円
2,300円

善意の寄託金（敬称略）

善意の募金箱（敬称略）

ビバホーム大井町店 4,667円

　皆様からいただいた使用済切手を、収集活動を行っ
ている（福）清和会
に送付しましたと
ころ、先日受領証を
お送りいただきま
した。ご協力いた
だきました皆様に
お礼申し上げます。
今後ともよろしく
お願いいたします。

使用済切手を送付しました使用済切手を送付しました

【次講座予告】　毎回好評の

「傾聴入門・スキルアップ」「傾聴入門・スキルアップ」講座講座
日　時　10月19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）

昨年の様子

詳細は9月15日号で



知っていますか？ベルマーク
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―毎月23日はボランティアの日―1010

おおいまちSDGsパートナーに登録おおいまちSDGsパートナーに登録
　本会では、地域福祉を推進する中核的な非営利の
民間福祉団体として、生活困窮世帯への支援をはじめ
とする地域の生活課題の解決に取り組んでいます。
　この度、町の課題解決に向けて「おおいまちSDGs
パートナー」が、創設されたことから参加登録し、連携
して取り組むことといたします。

社協カレンダー
7月

9月

8月

次号の「社協おおい」は、９月15日発行です

26日（火）　レスパイトサービス①
27日（水）～８月24日（水）全５回
 手話入門講座　

 １日（月）～３日（水）　中学生保育体験
 １日（月）　サマーチャレンジセミナー①
 ９日（火）　サマーチャレンジセミナー②
10日（水）　パソコンひろば
10日（水）　レスパイトサービス②
17日（水）　レスパイトサービス③
24日（水）　サマーチャレンジセミナー③
26日（金）　レスパイトサービス④
 
14日（水）　パソコンひろば

　集めた点数で小・中学校の備品購入ができる仕組みのベルマークですが、いわゆるベルマークが付いて
いないベルマーク商品があることをご存知ですか？それは『使用済みの純正インクカートリッジ』
や『テトラパック（使用済み紙パック）』です。今回はこのテトラパックについてご紹介します！
　テトラパックとは…下記のロゴマークが印字されている紙パックのことで、牛乳・ジュース・豆乳等々、
商品はさまざまです。
※残念ながら、このロゴマークがついていない紙パックは対象外ですので本会では回収できません。
　このテトラパックはその重量がベルマークの点数になりますので、開いて洗って乾かした紙
パックを回収しています。
　ベルマークだから…と、ロゴマークの部分だけを切り取るのではなく、パックそのままです！

　そのまま出していただいた紙パックの
重量がベルマーク点数になるのです！
　毎月のボランティアの日や本会窓口

（いつでもOK）で回収していますので、
ご協力お願いします。

テトラパックのロゴマーク


