社協

社会福祉協議会は、 皆さんの参加と協力により
地域福祉をすすめる民間の団体です。

あいかわ
発行／社会福祉法人 愛川町社会福祉協議会

お問い合わせは、お気軽にどうぞ
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TEL

インターネットからは

NO.123

〒243-0301 愛甲郡愛川町角田257番地の1

ホームページアドレス／http://www.shakyo-aikawa-kanagawa.jp

046-285-2111㈹

愛川町社会福祉協議会

検索

FAX：046-286-5424

メールアドレス／ aishakyo@shakyo-aikawa-kanagawa.jp

成年後見制度普及啓発
講演会を開催しました
9月22日㈯、町福祉センターで「成年後見制度普及啓発

易く、また、身近に考えられる内容で語られました。

講演会」を開催しました。第1部は、講談師の神田織音さ

第2部では、内嶋弁護士から、講談の解説をしていた

んによる、
「成年後見講談」、第2部は、弁護士の内嶋順一

だくとともに、成年後見制度の基礎知識や制度の必要性、

さん、市民後見人の早川惠子さんを招き、
「成年後見制度

市民後見人の役割などについてを学び、市民後見人の早

と地域福祉～新たなサポーター市民後見人とは？～」と

川さんからは、市民後見人として受任するまでのエピソー

題し、講演会を行いました。

ドなどをわかりやすく講演していただきました。

神田織音さんは、
「成年後見制度を少しでも多くの方に

この講演会で、判断能力の不十分な方を支援する成年

知っていただきたい！制度の必要性を感じていただきた

後見制度や地域の身近な存在である地域住民が後見活動

い！」と実話をもとに講談で語る活動を全国各地で取り

を担う市民後見人の活動を知る機会となりました。

組んでいます。当日は、
「認知症の老姉妹食い物に～過剰

現在、神奈川県内では、市民後見人64名（平成30年3

工事…三年間で数千万円分～」
「経済的虐待を防ぐために

月末現在）が活動されており、今後、愛川町での市民後見

～親族による預貯金や年金の使い込み～」の2話の講談を

人の養成や成年後見制度の利用など、さらに推進してい

していただき、成年後見制度という難しい内容をわかり

くことが期待されます。
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自治会に加入しましょう！
加入は地域の行政区役員へ
ご連絡ください。

第37回

愛川町社会福祉大会

地域福祉の貢献に晴れの受賞 町社協38名 13団体を表彰
10月27日、町文化会館ホールで「第37回愛川町社会福祉大会」

を開催しました。
（主催／愛川町・愛川町社会福祉協議会ほか）

この大会は、障がいを乗り越え、就労や地域活動に参加されてい

る方、永年にわたり民間社会福祉事業に貢献されている方々等の功

績を称えることを目的にしているもので、町長及び町社協会長から

表彰状、感謝状が贈呈されました。また、町内小中学生の福祉作文、

福祉ポスター入賞者の表彰も行われ、福祉作文で最優秀となった小

中学生が作文を朗読し、会場から大きな拍手が送られました。
受賞された皆さんは、次のとおりです。

今井美羽（中学
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1

年生）

3

民生委員児童委員・主任児童委員・保護司・社協役員功労者

◆自立更生表彰◆

足立原順子

原田幸宜

齋藤隆夫

栗山幸子

石若貞子

◆金品寄付◆
河内晴子

北村紀子

㈱シンクスコーポレーション
日本ゴルフ場企画㈱相模野カントリー倶楽部
◆福祉作文最優秀賞◆

海來瑠（小学３年生）

藤本真央 （小学６年生）
井本愛美 （中学３年生）
◆福祉ポスター最優秀賞◆
前川陽音（小学３年生）
中島柚乃（小学６年生）
今井美羽（中学１年生）

2

澤村早百合

瀧本かな子

山田昭文

齋藤きよみ

石井康弘

社会福祉事業等施設従事功労者
浜田豊子
安食

賢

水井祥子
西田未来

片岡早苗
梅澤恵仁

本多照美

中島良一

藤木宏子
土谷健太

諏訪部俊明

近堂瑞穂
関口明彦

天城仁雲
上田良光

金品寄付

㈱桜建築事務所さくらまつり実行委員会

愛川ライオンズクラブ2018あいかわチャリティーゴルフ実行委員会
㈱大相模カントリークラブ
日本発条労働組合厚木支部

ボランティア活動・社会福祉活動功労者
傾聴ボランティアグループなごみ

◆善行者感謝◆

関

◆福祉功労者等表彰◆

愛 川 町 福 祉 表 彰（ 敬 称 略 ）

小島昭吾

愛 川 町 社 会 福 祉 協 議 会 長 表 彰（ 敬 称 略 ）

◆福祉功労表彰◆

年生）

年生）

前川陽音（小学

中島柚乃（小学

福祉ポスター最優秀作品

尾崎照代

田中由美子

石川文雄

金品寄付

第一生命労働組合厚木支部
愛甲商工会

AGC労働組合相模支部
斉藤絹枝後援会
㈲愛川製作所

三菱ふそう労働組合本社支部

小島勇子

神奈川県社会福祉大会が開催されました

第67回

愛川町の 受 賞 の 皆 様

10月19日㈮、神奈川県立青少年センターで第67回神奈
川県社会福祉大会が開催され、愛川町の関係者では、次の
方々が受賞されました。
（敬称略）
社会福祉関係者等表彰（神奈川県知事表彰）
清田千津子

神奈川県社会福祉協議会会長感謝
◆ボランティア功労者
小島多美子
神奈川県社会福祉協議会会長表彰
◆民生委員児童委員
石井康弘

小島重夫

小池滿晴

八木下修治

甘利敦子

神奈川県共同募金会会長感謝
◆共同募金運動功労者
斉藤光男 長谷川 保 今井一男 馬場滋克 杉山 薫 萩原 剛

平成30年度

社協会員加入と会費報告

今年も社協会員加入に多大なご理解とご
協力をいただき、誠にありがとうございま
した。皆様から納入いただきました会費は、
町社協が実施する各種事業や地域福祉活動
のために活用させていただきます。

（特別会員 法人会員企業） 順不同・敬称略

福祉活動を応援していただいている企業・団体

愛川液化ガス協同組合
愛川工業クラブ
NPO法人あいかわ工房
愛川町商業振興協同組合
あいちゃん商店会
㈱愛川スズキ販売
㈲愛川製作所
愛川町電設協会
愛川ライオンズクラブ
愛甲商工会
㈱アイシン建設
㈱愛電社
（福）愛和 愛和の里
一般社団法人厚木青色申告会愛川地区会
AGC㈱相模工場
㈱アツギフードサービス
アルミ建材セイユー
池田鉄工㈱
㈲インテリアコウノ
料亭 魚秀
海老名畜産㈲
大塚下団地共栄会
㈲オート企画野田春日台営業所
大貫繊維㈱
㈲岡崎製作所
㈱オカダ塗装

会員の種別と会費

一般会員（世帯）

500円

賛助会員（世帯）

1,000円

特別会員（企業等）

5,000円

特別会員（世帯）

5,000円

㈱オチアイ
㈲梶石材店
柏木電気㈱
㈲ガトウミヤ
カナガワ㈱
神奈川県内陸工業団地協同組合
神奈川中央養鶏農業協同組合
㈱桂装
県央愛川農業協同組合
国際ソロプチミスト愛川
NPO法人ここのわ
公益財団法人相模メモリアルパーク
㈱桜建築事務所
サンノー技研㈲
ＪAデイサービスセンターあいかわ
（福）愛伸会 志田山ホーム
昭和エーテル㈱愛川工場
㈲新住開発
㈲酢屋商店
西濃運輸㈱
関根医院
（医）愛清 介護老人保健施設 せせらぎ
一般財団法人繊維産業会
相愛信用組合
第一商事㈱
㈱大相模カントリークラブ

口

数

8,236口

138口
24口
81口

会費数

8,479口
会費額

4,787,200円

（平成30年12月1日現在）

㈲高峰精機
㈱田中紙工
田野倉工業㈲
中央カンセー㈱
中央環境開発㈱
（福）輝雲会 手まり学園
電気興業㈱
㈱トーホー愛川工場
都市環境サービス㈱
トヨタサービスセンター神奈川㈱
㈱トレカーサ工事
中村整形外科
中村電設㈱
なかよし薬局愛川店
㈱ニチベイ
日本通信機㈱
日本発条㈱
㈲萩原不動産
㈱フィールシステムソリューション
ふたば設備㈱
フレアーナガオ㈱
㈱三愛 ふれあい
北相貨物自動車協同組合
㈱ミカワ
（福）愛川舜寿会 ミノワホーム
㈲三好鉄工

3

ボランティア情報

ボランティアに関する問い合わせは、

あいかわボランティアセンター

☎046-285-2111 内線3794

災害ボランティアコーディネーター養成講座

参加者募集

日

時

平成31年1月26日㈯ 午前9時～午後3時10分

対象者

災害支援活動に関心のある方

内

演

容

習

場

所

昨年の講座の様子

大規模な災害が発生した時には、復旧、復興に向けて参集したボランティアの受
け入れや、派遣調整などを目的とする「災害ボランティアセンター」が設置されま
す。その運営等の役割を担う「災害ボランティアコーディネーター」を養成します。
日頃からの防災意識を高め、住民自身が自助・共助による減災活動や災害時の復
興、復旧に取り組んでいける地域づくりを目指しませんか。
この講座は、防災教室（町危機管理室）とあわせて実施します。
町福祉センター3階会議室 他

●非常炊き出し訓練 講師：あいかわ町災害ボランティアネットワーク
●愛川町災害ボランティアセンターの運営訓練 講師：町社会福祉協議会職員

防災教室 東
 日本大震災体験談 東日本大震災の体験談や教訓、地域での取り組みを学びます。
講師：災害伝承10年プロジェクト「語り部」
災害伝承10年プロジェクト（実施：総務省消防庁）

市町村の災害対応能力の強化や地域住民の防災意識の向上を図るため、東日本大震災の被災地の市町村
職員、消防職団員、婦人防火クラブ及び自主防災組織の方々を語り部として全国の市町村や学校等に派遣し、
市町村職員や地域住民、児童生徒に災害時の体験・教訓を伝承する。

講

義 ●愛川町災害ボランティアセンターの理解 講師：町社会福祉協議会職員
●警察と災害ボランティアセンターの関わり 講師：神奈川県厚木警察署

問い合わせ・申し込み

平成31年1月18日㈮までに町社協へお申し込みください。

ボランティア はじめの一歩

ボランティア相談会
を開催！
ボランティア活動に興味のある方を
対象に毎月１回、ボランティア相談会を
開催しています。
1月開催………………………………
平成31年1月16日㈬午後1時30分から
日 2月開催………………………………
2月15日㈮午前10時から
時 3月開催………………………………
3月15日㈮午後1時30分から
※時間は30分～1時間程度です。
会

場

町福祉センター3階会議室

内

容

ボ
 ランティア活動紹介、意見
交換等（毎回同様の内容です。
）
問い合わせ・申し込み

事前の申し込みが必要です。各実施日の2
日前までに町社協へお申し込みください。
電話 285-2111
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内線 3794

あいかわ福祉のひろば
わいわいスペースを開催
10月21日㈰町福祉センター及び
前広場で第29回あいかわ福祉のひ
ろばを開催しました。
この事業は、愛川町ボランティ
ア連絡協議会、ニッパツ・ニッキ
軽音楽部、日本赤十字社愛川町分
区、神奈川県共同募金会愛川町支
会の協力のもと、様々な展示や催
しを通じ、地域福祉についての理
解を深め、福祉の向上を図ること
を目的に実施しています。
当日は、ボランティアグループ紹介コーナーや、イベントコーナー、
遊びコーナーなど、体験できる催しや、チュロスやけんちんそばなど
の模擬店コーナーのほか、東日本大震災復興支援コーナーとして、震
災当時に被災地へ職員派遣を行った釜石市の物産展を行い、多くの方
にご参加いただきました。
皆様にお買い上げいただきました物産の
利益と模擬店の収益の一部（5万円）を釜
石市社会福祉協議会へ寄付金として送りま
した。

寄託金品

寄付金

善意のご寄付ありがとうございました

平成30年4月1日から10月31日までに次の方々からご寄付がありました。（敬称略・順不同）

1,627,373円

⃝相模野カントリー倶楽部 ⃝㈱大相模カントリークラブ
⃝かわせみN.O
⃝天○まさ
⃝㈲愛川製作所
⃝日本発条労働組合 厚木支部
⃝桜台区青少年育成会 ⃝愛川町舞踊協会
⃝愛川町書道同好会一同
⃝国際ソロプチミスト愛川
⃝両向区
⃝愛川町写真クラブ
⃝中央労働金庫 愛川支店 ⃝あいかわ町民活動サポートセンター ⃝愛川楽走会
⃝愛川町郷土資料館
⃝半原・田代地区民児協
⃝神奈川土建厚木支部 中津分会
⃝愛川さつき会
⃝河内晴子
⃝KUMON春日台教室
⃝三菱ふそう労働組合 本社支部
⃝一ツ井菅原婦人会
⃝平田秀琴
⃝㈱オリエントコーポレーション・神奈川県信用組合協会・相愛信用組合
⃝匿名 4件
⃝愛川町商業振興協同組合 ⃝2018あいかわチャリティーゴルフ実行委員会・愛川ライオンズクラブ
⃝厚木市建設業二世会・一般社団法人厚木建設業協会・厚木管友会・一般社団法人神奈川県建設業協会県央支部

寄付物品 プルタブ・古切手・ベルマークなどをお寄せいただいた皆様
⃝小沢ふたばふれあい会
⃝愛川町書道同好会一同

⃝天○まさ
⃝東横交通

⃝ミノワホーム
⃝小原千代美

⃝小島美津子
⃝萩原ハツエ

⃝鈴木紅秋
⃝関根美千子

⃝かわせみN.O

⃝髙橋工作所

⃝竹川真由子

⃝原田ミユキ

⃝薬袋隆雄

⃝あいかわ工房

⃝GBの会

⃝愛川ライオンズクラブ

⃝国際ソロプチミスト愛川
⃝ニッパツハーモニー

⃝㈱エスプラン
⃝北原子ども部
⃝社会参加活動

⃝中村健治

⃝今村実菜子

⃝佐藤康子

⃝亀井富雄

⃝小針秀子

⃝小島昭子

⃝水越惠一

⃝篠原正紀

⃝一ツ井菅原婦人会
⃝楽笑会
⃝多賀美智子
⃝郷司孝志
⃝神奈川県内陸工業団地協同組合
⃝メルクパフォーマンスマテリアルズ㈱
⃝㈱オリエントコーポレーション・神奈川県信用組合協会・相愛信用組合

福祉教育の取り組みを紹介
町社協では、町内の小・中・
高等学校の授業の一環で取り
組まれている福祉教育支援を
ボランティアグループに協力
していただき実施しています。
現在学校で取り組んでいる福祉教育の授業は、
「点字体
験」
、
「手話体験」
、
「車椅子体験」
、
「高齢者疑似体験」
、
「視
覚障がい者誘導体験」です。
点字体験（協力：愛川町点訳友の会）
点字体験を通して視覚障がい者の生活についてを学び、
視覚障がいについての理解を深めます。

⃝白坂桃子

⃝新倉喜佐美
⃝柏木義明
⃝匿名

17件

地域ふくしサポーター
養成講座
誰もが安心して暮らせるまちづ
くりをめざし、地域の小さなアン
テナ役となる「地域ふくしサポー
ター」を養成する講座を開催しま
す。
自分が暮らす身近な地域で、不安や悩み、困りごとを
抱えた人や地域の課題などに気づいたときにどのような
ことができるか学びます。
ぜひ、お気軽にご参加ください。

手話体験（協力：手話サークル）
手話体験や当事者との交流を通して聴覚障がいについて
の理解を深めます。

1/31
木

車椅子体験・高齢者疑似体験・視覚障がい者誘導体験
（協力：福祉教育サポータークラブ）
車椅子や疑似体験セットを用いて、高齢者、障がい者へ
の接し方を学びます。

テーマ：支え合いのまちづくり
  ～10年後も安心して暮らせる愛川町へ～
講 師：特定非営利活動法人よこはま地域福祉
  研究センター センター長 佐塚 玲子 氏

2/6
水

テーマ：お互いさまの支え合い活動
  ～お互いさま山の根でやってきたこと～
講 師：逗子市山の根自治会 会長 龍村 敦子 氏

どの体験も、体験して終わり
ではなく、体験することで、人
への優しさや思いやりの心、相
手の気持ちを考えるきっかけに
なるよう、ボランティアの方々が
工夫し、取り組んでいます。

時

間

いずれも午後1時30分～3時30分まで

場

所

愛川町福祉センター3階会議室

対象者

どなたでも参加できます。

参加費

無
 料

問い合わせ・申し込み
町社協 【電話】
285-2111（内線3793～4）

5

職員募集

平成31年2月9日㈯

ボランティアのつどい・
福祉講演会を開催します。

臨時職員募集

補助指導員（若干名）

ありんこ作業所に通う、利用者（所員）を支援する補
助指導員を募集します。

【業務内容】作業訓練・社会生活適応訓練等の支援
【勤務場所】愛川町ありんこ作業所
【業務時間】週3日／午前9時〜午後4時
【時
給】983円
【そ の 他】普通自動車（ワンボックスタイプ）の
運転ができる方

ボランティアのつどい

町内のボランティア活動、団体を知る機会として、
ボランティアのつどいを開催します。
【時

間】午前9時30分～

【会

場】町福祉センター

福祉講演会

臨時職員募集

今年度は、林家こん平
師匠と笠井咲（こん平師匠
の二女）さんを迎え、福祉
講演会を開催します。

ミニデイサービス送迎スタッフ（若干名）
ミニデイサービスを利用する高齢者の送迎を行う運
転員を募集します。

【業務内容】高齢者の送迎業務
【業務時間】水曜日、金曜日
午前8時30分〜午前10時30分
午後2時30分〜午後4時30分
【時
給】983円
【そ の 他】普通自動車（ワンボックスタイプ）の
運転ができる方
問い合わせ

【時
【会

電話 285-2111 内線 3793

（ お元気ですかコール）

町社協では、ひとり暮らしの高齢者が安心
して地域の中で暮らせるように、安否確認事
業を実施しています。
利 用 で きる方 町内在住の概ね65歳以上のひとり暮らしの方
実 施 方 法 定期的に電話で、健康状態や生活状況の確認を
します。
の

金 無料
他 サービスの利用には事前の登録が必要です。

肢体不自由児日常介助物品支給事業
町社協では、介護を必要とする肢体不自由児の方に
紙おむつ等の購入費用を支給しています。
利 用 で きる方 町
 内在住で体幹等に著しい障害（身体障害者手
帳1・2級）を有する18歳未満の方
対 象 物 品 紙おむつ、パジャマ、防水シーツ、オムツカバー
支 給 額 購
 入費用は年2回、償還払いで支給します。支
給額は1回の申請あたり10,000円を限度とし
ます。
各サービスの詳しい内容については、お気軽に問い合わせください。

電話 285-2111 内線 3793

6

間】午後1時30分～

場】町文化会館3階会議室

【テーマ】～こん平の笑顔

ひとり暮らし高齢者安否確認事業

料
そ

午後0時30分まで

えみヒストリー～

「愛は いのちを救う 笑いは こころを育む」

いずれも詳細は、平成31年１月25日発行の
社協あいかわお知らせ版（タウンニュース版）をご覧ください。

障がい者・高齢者IT教室

～初めてのパソコンとインターネット～
インターネット体験等を通じて、その利便
性を実感してもらうことで、誰もが身近な福
祉情報を入手できる環境を体験します。
【日
【場
【講

時】平成31年1月21日㈪・22日㈫
いずれも午後1時30分～4時まで

所】中津第二小学校PC教室
師】PCビギナーズ
（町内パソコン支援ボランティア）

【対象者】町
 内在住の65歳以上の方または、障
がい者の方でパソコン経験が無い方

【定

員】15名程度（申込先着順）

【費

用】無料

【内

容】IT（情報技術）とは何か？
インターネット・メール体験

【申し込み】

平成31年1月16日㈬
までに町社協へお申
し込みください。
問い合わせ

電話 285-2111 内線 3794

