
盲導犬講座が行われました
～大井小学校～

　11月28日（月）に日本盲導犬協会職員と盲導犬ユー

ザー（実際に盲導犬とともに生活している方）、盲導

犬にお越しいただき盲導犬について理解を深めました。

　詳細は 8ページを参照

発行元

社会福祉法人 大井町社会福祉協議会
神奈川県足柄上郡大井町上大井68-2

℡0465-84-3294　FAX0465-85-3123

https://ooi-shakyo.jp

Eメール　info@ooi-shakyo.jp

この広報紙は、会費と広告料を活用して発行しています
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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

謹　賀　新　年

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
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　明けましておめでとう　明けましておめでとう
ございます。ございます。
　本年が皆様にとりまして、　本年が皆様にとりまして、
希望の持てる飛躍の年と希望の持てる飛躍の年と
なりますようにお祈り申しなりますようにお祈り申し
上げます。上げます。

　日頃は本会諸事業に対して、深いご理解とご　日頃は本会諸事業に対して、深いご理解とご
協力を賜り心より感謝申し上げます。まだまだ協力を賜り心より感謝申し上げます。まだまだ

コロナの終息は見られませんコロナの終息は見られません
が、コロナに負けず、平時のが、コロナに負けず、平時の
活動ができることを切に願っ活動ができることを切に願っ
ております。ております。

　今年も身近にある社協を目　今年も身近にある社協を目
ざして、法人後見制度の確立、ざして、法人後見制度の確立、
生活応援隊・移送サービス・買い生活応援隊・移送サービス・買い
物ツアーの充実、小地域福祉活動・物ツアーの充実、小地域福祉活動・
ボランティアグループの支援等に力を入れて参りボランティアグループの支援等に力を入れて参り
ます。ます。
　また、関係団体との懇談会も開催し、相互理解　また、関係団体との懇談会も開催し、相互理解
へ向け連携を図っていきたいと考えております。へ向け連携を図っていきたいと考えております。
　基本理念であります、住民の参加と支えあいに　基本理念であります、住民の参加と支えあいに
よる「安心して誰もが住みよい福祉のまちづくり」よる「安心して誰もが住みよい福祉のまちづくり」
に向け、職員一同努めて参ります。に向け、職員一同努めて参ります。
　皆様に一層のご支援・ご理解をお願い申し上げ、　皆様に一層のご支援・ご理解をお願い申し上げ、
新年の挨拶とさせていただきます。新年の挨拶とさせていただきます。

移動販売「くるまつくん」移動販売「くるまつくん」

　高齢化や核家族化がさらに進み、新型コロナの
影響も受けて生活がし辛くなる方が増加していま
す。また、平均寿命が延伸し人生１００年時代と
言われるようになり、高齢期をどのように過ごす
かが課題となっています。
　こころも身体も健やかにありたいと多くの方が
望んでいます。このような望みを実現するポイン
トが地域活動に潜んでいます。
　ご自身の健康増進と地域のこれからについて考
える講座を、次のとおり開催しますので、奮って
ご参加ください。　　　　申込み　☎84−3294

「地域の活動で、こころと身体の「地域の活動で、こころと身体の
健康を増進しましょう！」　　健康を増進しましょう！」　　
－生活支援担い手養成研修－

新年のご挨拶新年のご挨拶

会長　寺下かつ子

販売拠点と販売時間が変わります！
　スーパーマーケットなどから離れている地区を
中心に、移動販売車が毎週水曜日の午後（年末年始
を除く）次の拠点を巡回しています。各拠点の利用
状況により、拠点の変更をしています。
　今回の拠点変更で、吉原自治会館は販売休止と
させていただきます。
　食料品など約400品目1000点を積んでいます。

※販売状況などにより、時間が前後する場合があり
ます。

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

○新新宿山王社 15：50～16：05
（自治会館南側）

日　時　等 内　容　等

1

２月10日（金）
13：30～15：00

生涯学習センター

テーマ　大井町の高齢
者の現状と課題について
講　師　地域包括支援
センター職員、他

2

２月16日（木）
13：30～15：00

生涯学習センター

テーマ　生活支援アン
ケート調査結果について
講　師　西大井ふくし
の会　鈴木比呂美氏



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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賛助賛助・・団体会員団体会員のご紹介のご紹介
　今年度も各法人・団体の皆様には、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。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。

賛助会員　95社（順不同・敬称略）　会費額計　678,000円	 12月23日現在

㈱アクリテック
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
㈱アルファ
石井醸造㈱
㈲石井太四郎商店
㈱イシダ製作所
㈱インターナショナルシステムテクノロジー
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
おの整骨院
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
関東自動車共済協同組合
㈱菊地鉄筋工業
㈲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
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
㈲丹建材興業
地方卸売市場㈱小田原園芸
放課後等デイサービスつぼみ
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㈱
NPO法人パソボラサークル
㈱兵藤電気

㈲平石設備工業
平田㈱
藤沢自動車㈱
㈱冨士建設
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
放課後等デイサービス ピースオブマインド
㈲ボナール
堀内医院
まえかわクリニック
㈲松田衛生社
㈱松田自動車学校
㈱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㈱
横浜陣太郎倶楽部
㈱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



●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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「福祉みんなのつどい」開催「福祉みんなのつどい」開催

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
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
大井町商工振興会
KOMNY「ほほえみ」
かざみどり
えんぴつクラブ
大井町ともしびショップゆう
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」

団体会員　20団体（順不同・敬称略）　会費額計　112,500円	 12月23日現在

記念撮影時のみマスクを外しています

　11月23日（祝）に「福祉みんなのつどい」を開催
しました。今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、ボランティアフェスティバルは中止としま
した。
　コロナ禍でも活動を継続されている、ボランティア
活動や地域活動で功労のあった方々へ表彰状並びに
感謝状を贈呈させていただくとともに、福祉作文の
入選者へ優秀賞を贈呈しました。

神奈川県福祉作文コンクール神奈川県福祉作文コンクール
入選者発表入選者発表

　第45回神奈川県福祉作文コンクールの入選者が
発表されました。今年度は、県内の小・中学校あわ
せて177校5,611編の作品が寄せられました。県審査
会の選考の結果、大井町からは次の２名が入選しま
した。おめでとうございます。

★最優秀賞（ふれあい賞）
　湘光中学校 3年

　　橋
はし
本
もと
 有
ゆ
楽
ら
　さん

　　「福祉の目線」

★準優秀賞
　湘光中学校 1年

　　夏
なつ
苅
がり
 柚
ゆず
羽
は
　さん

　　「私が初めて触れた介護」

★受賞された作品は、福祉作文集「みんなの想い」
に掲載されています。ご希望の方は事務局まで
お問い合わせください。



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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＜年末たすけあい募金＞　　　
合計　1,092,741円（前年度比　109,601円減）
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） 1,092,741 円

赤い羽根共同募金・年末たすけあい募金への赤い羽根共同募金・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!!ご協力ありがとうございました!!

　「令和４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します。いただいた募金
は、全額を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　1,596,272円（前年度比　194,818円減）　　　　　　　
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） 1,398,370 円
前年度比　135,880 円減

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㈱　　富士ボトリング㈱　　大井町役場　　

21,668 円
前年度比　1,985 円減

校内募金 湘光中学校　　大井高等学校 9,221 円

法人募金

㈱アクリテック　　足柄倉庫㈱　　宇佐美理容店　　円蔵院　　おの整骨院　　
㈲オオイデンタルハウス　　（農）大井松田農事企画組合　　
かながわ西湘農協大井支店　　神奈川トヨタ自動車㈱　　㈲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　　
相模ベンティング㈱　　㈲昭栄商事　　西湘工業㈲　　㈱西湘設備工業　　
㈲大信住宅　　㈲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　　楢山歯科医院　　日本建材工業㈱　　堀内医院　　
ベーカリールームヨコヤマ　　まえかわクリニック　　まほろばの家　　
㈱まるだい運輸倉庫　　㈱リフテック　　㈱リンショー　　㈱和田電機　　

32 社
144,000 円
前年度比　8社減

32,283 円減

募金箱

あしがら広域福祉センター　　栄光愛児園　　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　　

15 か所
23,013 円

前年度比　14,820 円減



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

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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障害者週間啓発イベント開催報告
　12月３日、４日にかざみどりと町身体障害者
福祉協会との共同により障害者週間啓発イベント
を開催しました。２日間で106名の来場者でした。
　パネルでかざみどりの活動紹介や福祉事業所の
紹介を行うとともに、「盲導犬を知ろう」では、
日本盲導犬協会の方より訓練中の盲導犬でお話を
していただき、３名が実際に体験をされました。
　「手話を楽しもう」では、手話サークル「稲穂」
さんのご協力で日常のあいさつ等の手話やクリス
マスソングを手話で表現しました。
　「包摂的社会に向けて」の講演では、手話通訳

の方もお願いして最近よく耳にするインクルーシ
ブについて知ることが出来ました。
　障害者週間のポスターでうたっている「障がい
のある人とない人がお互いに尊重し支えあう社会
をめざして」とあります。私たちの住む大井町は
共生する町でありたいと思います。

かざみどりかざみどりよりより

デジタル活用支援推進事業
終了しました

　９月から12月までの間、全14回の講座を開催
して、マイナンバーカードの普及とスマホの活用
促進に取り組んできました。
　延べ175名の方にご参加いただきました。
　参加された方々からは「家族には何度も聞いて
いるので、聞きづらい」「聞ける人がいない」といっ
た声が多く出されていました。
　これまであまり社協と関わりがなかった方々と
もつながることができて、よいきっかけづくりに
なりました。

　全国的にも、スマホの普及率は上がっていますが、
今後はスマホの上手な活用を通じて、新たな仲間
づくりや情報の収集、各種手続きなど、生活をより
豊かに・楽しくできるように、継続的にスマホ講座
などを開催したいと考えています。

スマートフォン入門講座　報告スマートフォン入門講座　報告

地域で安心して生活できることを支援する会
かざみどり　会長　下澤孝子



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）
匿名（２件） 米、食料品等

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11月１日から令和４年12月23日まで

131

静岡県静岡市
災害ボランティアセンター派遣記
　令和 4年台風１５号による被害は、広範囲に及んで
甚大な影響をもたらしました。静岡県静岡市では、
１１月に入っても支援依頼が寄せられており、ボラン
ティアセンターの運営を継続していました。
　全国の都道府県並びに市町村に設置されている
社協が各ブロックに分かれています。関東ブロックB
に属する神奈川県の派遣隊として清水区災害ボラン
ティアセンター支援に大井町社協からも参加させて
いただきました。
　被害の状況は、小さな川や側溝が詰まったこと
などにより水が溢れたケースが多く、市街地の低い
土地で被害に遭われた家が多くあったことが特徴的
でした。床上・下浸水などで、床材や壁がダメになっ
てしまった家屋が多く、技術系ボランティアさんや
一般ボランティアさんは連日活躍されていました。
　新型コロナウイルスなど感染症対策が求められる
災害ボランティアセンターの運営方法については、
現在大井町でもマニュアル等の見直しをしており、
とても良い経験をさせていただきました。
　被害に遭われた方々並びに地域の早期の復興を
祈念いたします。

大井愛唱会
バレエ　青い鳥
田中　清
武田耳鼻咽喉クリニック
匿名（２件）

16,620円
3,000円
20,000円
10,000円
7,300円

善意の寄託金（敬称略）

善意の募金箱（敬称略）
ヤオマサあしがらモール店 15,465円

生活福祉資金のご案内
≪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）
　限度額（月額）

　就学支度費　…入学時に必要な費用（入学金や制服代等）
　限度額

※注意事項
　生活福祉資金は、他の制度を優先する資金です。
　審査には１か月程要します。
　詳細はお問い合わせください。

【問合せ】町社協事務局　☎84−3294

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

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
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福祉体験学習福祉体験学習　　◎本事業は皆様からいただいた会費も活用されています　　◎本事業は皆様からいただいた会費も活用されています

―毎月23日はボランティアの日―8

社協カレンダー

22日（日）　産業まつりフリーマーケット
23日（月）　ボランティアの日

 ８日（水）　パソコンひろば
22日（水）　ボランティアの日
 
 ８日（水）　パソコンひろば
23日（木）　ボランティアの日

１月

3月

2月

次号の「社協おおい」は、４月１日発行です

「盲導犬講座」11/28（月）
　盲導犬について学びまし
た。盲導犬と盲導犬ユー
ザーの間には強い信頼関係
がありました。

「当事者の話」12/8（木）

　町内在住の清水亜樹さんにお越しいただき、視覚
障がい者のふだんの生活の話や危険な場所、白杖の
役割や使い方、声のかけ方などを教わりました。

障がいのあるなしに関わらず、困った人がいたら声をかける、など、みんなで支え合う心を学ぶことができました。

「当事者の話」12/7（水）
◎上大井小学校は
２つの講座の他、
点字器や車いす、
高齢化擬似体験セッ
トを活用した授業
が行われました。

「手話体験講座」12/14（水）

　手話で“拍手 ”。手を上げて手のひらをひらひら
と動かします。

上大井小学校 4年生

　ＳＤＧｓやボランティア、福祉について、興味
深く熱心に取り組んでいます。

ボランティアについて　11/1（火）（社協の出前講座）

ベルマークボランティアと交流会　11/8（火）

車いすバスケ体験（全校児童対象）　12/19（月）

相和小学校 4年生大井小学校 4年生


