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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

スマートフォン入門講座開催します！
　スマートフォンの基本操作や応用した活用方法など

が学べる講座を開催します。詳細は 2ページをご参照

ください。

マイナンバーカード
マイナポイントを取得しよう

スマホを使って、
 もっと暮らしを便利に！
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スマホ講座スマホ講座 開催します
～デジタル活用支援推進事業～

【講座の日程】
回 日　　時 会　　場

1 ９月10日（土）
10：00～12：00

生涯学習センター
２階 会議室

2 ９月10日（土）
13：30～15：30

新宿自治会館
（駐車場はありません）

3 ９月16日（金）
10：00～12：00

生涯学習センター
２階 会議室

4 ９月16日（金）
13：30～15：30 金手自治会館

5 ９月20日（火）
10：00～12：00

生涯学習センター
２階 会議室

6 ９月20日（火）
13：30～15：30

生涯学習センター
２階 会議室

7 ９月21日（水）
10：00～12：00

生涯学習センター
２階 会議室

8 ９月21日（水）
13：30～15：30

生涯学習センター
（手話通訳予定）

9 10月４日（火）
10：00～12：00 市場自治会館

10 10月17日（月）
13：30～15：30 河原自治会館

11 11月２日（水）
10：00～12：00 西大井自治会館

12 11月15日（火）
13：30～15：30

ふれあい館
（駐車場制限あり）

13 12月２日（金）
10：00～12：00

そうわ会館
（駐車場制限あり）

14 12月13日（火）
13：30～15：30

生涯学習センター
３階 視聴覚室

【申込】　町社協事務局　☎84−3294
　皆様のご参加をお待ちしています。

受講終了

申請する 申請しない

希望する

マイナポイント

希望しない

申  請

１回～８回講座

９回～14回講座

講座受講のフローチャート

１回～14回講座

持っていない

マイナンバーカード

持っている

マイナポイントを受け取るために必要な
マイナンバーカードの申請期限は2022年９月末までと
なりますので、早めの申請がおすすめです。

【講座の内容】
回 内　容 持ち物

１
回
～
８
回

【基礎】
◆電話のかけ方、カメラの使
い方
◆メールの利用方法
◆アプリのインストール

【応用】
◆マイナンバーカード申請

◆スマートフォン
◆マイナンバー
　申請書
　（二次元コード
付き）

９
回
～
14
回

【基礎】
◆インターネットの利用方法
◆SNS・コミュニケーション
アプリの利用方法

【応用】
◆マイナポータルの活用方法
◆マイナポイントの申込方法
（健康保険証・公金受取口座
の登録）

◆スマートフォン
◆マイナンバー
カード

対　象　大井町在住の方
申　込　電話でお申込みください。各会場、先着順で

定員になり次第締めきり
定　員　各会場とも２０名
費　用　無料
主　催　本会
協　力　大井町（企画財政課、町民課、福祉課）
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 街頭募金
　町内のスーパー等の店頭
で皆様に呼びかけています

　共同募金運動は、毎年10月1日から全国一斉に実施されます。大井町でも各自治会の
ご協力をいただき各世帯へ募金のお願いをさせていただくなど、様々な方法で募金活動
を展開します。地域貢献活動として、ボランティア活動として、ご協力をお願いし
ます。

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

★児童･障がい者･高齢者などの福祉施設の機器整備費
★社会福祉協議会が行っているサービスを実施するための
活動費や福祉活動を啓発するための事業費

★在宅高齢者･重度障がい者への家事援助や食事サービス､
外出介助を行う団体への活動費

★障がい者の自立･就労訓練を目的に自主的に設立された
障がい者地域作業所の機器整備費

★被災地において救助活動を行う団体への助成

県内の民間福祉団体・施設へ配分（活用内容）

実施期間：10月1日～12月31日

 職域募金
　町内企業の従業員の皆様
にお願いしています

 法人募金
　町内の企業 ･商店を対象
に呼びかけています

 その他の募金
　町内の金融機関 ･福祉施
設 ･公共機関等に設置した
募金箱に寄せられています

 戸別募金
　各自治会を通じて各世帯
にお願いしています

 校内募金
　町内の学校を通じてお願
いしています

共同募金会大井町支会
（大井町社協）

共同募金の流れ

皆様から
寄せられた募金

神奈川県共同募金会

●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
 街頭募金運動について 

　本年度の街頭募金運動は、新型コロナ
ウイルス感染症の感染予防を踏まえ中止
します。



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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　７月27日（水）から
スタートした手話入門
講座。今年は事前の申
し込み者が少なかった
ことや、体調を崩して
欠席された方もいられ
たことから少人数での
開催となりました。

～サマーチャレンジセミナー～～サマーチャレンジセミナー～　　実施しました実施しました

８月１日　≪ペタンク体
たい

験
けん

≫

手話入門手話入門　今年度も、感染防止対策を講じて、短時間で４日間開　今年度も、感染防止対策を講じて、短時間で４日間開
催しました。平成11年から続いているレスパイトサービ催しました。平成11年から続いているレスパイトサービ
ス。利用者様にとっては幼い頃からボランティアさんとス。利用者様にとっては幼い頃からボランティアさんと
の交流があり、安心して利用できる空間になっています。の交流があり、安心して利用できる空間になっています。

夏季レスパイトサービス夏季レスパイトサービス

野外で本格ピザ作り
体験をしました

　毎年恒例の小中学生を対象にしたサマーチャレンジ
セミナーを開催しました。今年度も規模を縮小して
の開催となりましたが、総勢22名に参加いただきま
した。活き活きとした表情でまわりの人たちと交流を
楽しむ姿から、この事業の目的である他者を尊重する
精神をもつことの大切さを改めて感じました。身近に
ある福祉について考え、人や物に対する優しい気持ち
をもつきっかけになれば幸いです。

ビオトピアで
身体を動かして

きました

講座の様子

　コミュニ
ケーション
能
のう

力
りょく

って、
聴
き

くことが
大事！って
ことが分か
りました。

８月24日　≪傾
けい

聴
ちょう

講
こう

座
ざ

≫

　河原ゆめクラブの皆様の
ご協力により、教えていた
だきながらとても楽しい
時間を過ごせました。



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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～食品のご寄附にご協力いただける方へ～
次の条件を満たす食品のご寄附をお願いいたします。
★賞味期限が明記されており、残日数が１か月以上ある
★未開封で外装が破損していない
★常温で保存できる

ご家庭で食べきれない食品食べきれない食品を募集します！

　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生活福祉資金特例貸付を行って
います。申請期限は、令和４年９月30日までです。
　制度に関しては変更の可能性もありますので、
最新の情報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。

【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

【問い合わせ先】　
　町社協事務局
　☎84−3294

生活福祉資金特例貸付生活福祉資金特例貸付
～新型コロナウイルス対応支援～～新型コロナウイルス対応支援～

商品は１つからでも構いません。ご協力よろしくお願いいたします。
【問い合わせ先】町社協事務局　☎84−3294

　本会では、生活に困窮されている方の相談時に、必要な方へ食糧をお渡しする等の支援を行っています。
長引くコロナウイルス感染症の影響で食糧支援を必要とされる方は増えています。
　ご家庭にお中元やお歳暮、株主優待等の贈答品で食べきれない食品や非常食（アルファ米等）の入れ替
え時期で賞味期限の迫っているものはありませんか？
　食品をご寄附いただける方は、直接窓口にお持ちいただくか、お電話にてご連絡ください。



私たちは、地域福祉活動を応援しています
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おしゃべり会の開催おしゃべり会の開催
かざみどりかざみどりよりより

本年度は毎月第４木曜日 9：30～11：30
開催日　（８月、12月を除く）
　　　　９月22日　10月27日　11月24日
　　　　１月26日　 ２月16日　 ３月23日
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
〇来場者数の状況により入場制限や時間短縮をする
場合もあります。
〇入場前に検温を行います。また来場者名簿に住所、
氏名、連絡先などの記入をお願いします。
〇開催の有無等は、町社協事務局にお問合せください。

ほほえみショップ開催ほほえみショップ開催
リサイクルバザーリサイクルバザー

　障がいのあるお子様の、子育ての悩みや心配ごと
などを、先輩お母さんとお話ししてみませんか。
開催日　９月15日（木）　10月20日（木）
　　　　11月17日（木）
時　間　10：00～12：00
場　所　町保健福祉センター２階会議室
問合せ　保健福祉センター内ともしびショップゆう　

小野まで（かざみどり会員）
又は町社協事務局☎84−3294

〇予約不要です。感染症対策のため、マスクの着用
や検温、消毒をお願いいたします。

　さまざまな事情から家庭で生活ができない子どもたち。
里親制度はそういった子どもたちを温かな愛情と理解をもって育てる制度です。

施設で生活する子どもたちに家庭体験を目的とした活動もあります。お気軽にご相談ください。

問合せ　　児童養護施設　ゆりかご園　家庭養育支援センター　☎ 0465−48−4921
　小田原児童相談所　里親担当まで　☎ 0465-32-8000（代）

子どもたちのしあわせのために子どもたちのしあわせのために  ～里親制度をご存じですか～



〒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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善意の寄託品（敬称略）
間宮恒行 乾物　多数

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７月１日から令和４年８月31日まで

129

　傾聴ってご存じですか？
　お話をされる方に寄り添って、丁寧に話をお聴き
することですが、日々の生活や福祉の相談援助の場
面で大切な技法です。
　日々の生活の中では、あまり考えずに、何気なし
に話を聞いていることが多いと思いますが、傾聴を
学ぶことで、よりよい人間関係の形成やコミュニ
ケーション力の向上につながります。
　また、新型コロナウイルス感染症により、外出や
人と会うことを控える方が増えており、会話の機会
が減ったことで、寂しい想いをしている方も多い
ようです。そうした方へ向けて、ご自宅でお話を
お聴きする「在宅傾聴活動」を進めています。
　つきましては、傾聴に興味のある方を対象に標記
講座を開催しますので、ぜひご参加ください。

日　時　１０月１９日（水）
　　　　１０：００～１5：００まで
場　所　生涯学習センター　 ２階　会議室
内　容　午前：入門編、午後：スキルアップ編
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）

定　員　２０名（先着順）
申　込　電話または、下記アドレスもしくは二次元

コードからお申込みください。
主　催　町社協事務局　☎84−3２９4
　　　　Eメール　info@ooi-shakyo.jp

https://forms.gle/EV5tXWGkesNaYYLu6

円蔵院　護持会
匿名（２件）

3,000円
10,500円

善意の寄託金（敬称略）

善意の募金箱（敬称略）

三益球殿大井松田店
曽我郵便局
ブルックスホールディングス

15,090円
8,113円
11,255円

福祉みんなのつどいの
開催について

傾聴入門・スキルアップ講座傾聴入門・スキルアップ講座
開催します開催します

　今年の「福祉みんなのつどい」は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、昨年と同様に、
規模を縮小して開催する予定です。

日　時　１１月２3日（祝）
　　　　１０：００～１１：００頃まで
会　場　町生涯学習センター
内　容　【式典】
　　　◆開式のことば
　　　◆主催者あいさつ
　　　◆表彰・感謝状の贈呈
　　　◆福祉作文優秀賞の贈呈
　　　◆来賓あいさつ
　　　◆受賞者代表あいさつ
　　　◆閉式のことば
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　今年度初の試みとして、福祉専門職の交流会を８月
17日に開催しました。平日の夕方からの開催という
ことで、お勤めや活動後のお疲れのところ15名の方
に参加をいただくことができました。
　会の冒頭は、町地域包括支援センターと社協から
福祉の現状について高齢化率などのデータや福祉
サービス利用の傾向などを報告しました。後半は参加

社会福祉士：6
（35.3％）

介護福祉士：4
（23.5％）精神保健福祉士：2

（11.8％）

介護支援専門員：1
（5.9％）

主任介護支援専門員：1
（5.9％）

相談支援専門員：1
（5.9％）

保健師：1（5.9％）

保育士：1（5.9％）

社協カレンダー
16日（金）、20日（火）、21日（水）
 スマホ講座

 ４日（火）、17日（月）　スマホ講座
 ６日（木）　チャリティーゴルフ大会
12日（水）　パソコンひろば
19日（水）　傾聴入門・スキルアップ講座

 ２日（水）　スマホ講座
 ９日（水）　パソコンひろば

9月

11月

10月

次号の「社協おおい」は、11月15日発行です

―毎月23日はボランティアの日―

デジタル活用支援事業‼
　本紙２ページでご案内のとおり、デジタル
活用支援事業としてスマホ講座を開催します。
　生活の様々な場面でスマートフォンがなくて
はならない存在になってきています。このよう
な時代の変化に対応していく
ためにも、スマホの取り扱い
を学んでみませんか。ぜひ多
くの方のご参加をお待ちして
います。

編 後集 記

　成年後見制度に関する普及啓発や相談などに対応
するため、「あしがら成年後見センター」が南足柄
市社会福祉協議会内に設置されました。
　相談窓口では、あしがら成年後見センターと連携
して、よりきめ細かい相談業務が可能になりました。
成年後見制度の相談は、町福祉課（地域包括支援セン
ター）や本会窓口などで受け付けます。お気軽に
ご相談ください。
町福祉課（地域包括支援センター）☎83−8024
町社協事務局　　　　　　　　　　☎84−3294 7 月 14 日に行われた開所式の様子

足柄上地区1市5町共同　足柄上地区1市5町共同　「あしがら成年後見センター」を設置「あしがら成年後見センター」を設置

者の方が主役となりワールドカフェ方式でこれからの
活動について話し合いました。想定していた以上に
様々な意見が出され、参加された方々の情熱や想いを
実感しました。
　現状の課題解決へ向けて、またこれから取り組む新
しい事業の実施へ向けては、知識や経験のある「福祉
専門職」の方々との連携・協働が不可欠です。また、
終了後に実施したアンケートには、次回の開催を希望
する意見が多く出されていました。

令和４年度令和４年度『福祉職集まれ～』『福祉職集まれ～』開催しました開催しました

【参加者の資格】
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