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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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愛川町社会福祉協議会

NO.125

〒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㈹
検索

FAX：046-286-5424

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

いつまでも
元気でいるために
健康のために、ウォーキングなどをされているご高齢の方は

多くいると思います。体を動かすことはとても大切なことです
が、
「お口の健康」も忘れてはいけません。年齢を重ねると、
「噛

む力」
「飲み込む力」が衰えてきたり、唾液の量も減少し、さ
らに口の中が不衛生だと誤って食物が気管などに入って起きる

「誤嚥性肺炎」の危険が高まります。しっかり噛んで、飲み込ん

で、いつまでもおいしく食事ができるように、今から「健口（康）

口腔ケアの講座の様子（ハツラツお元気講座）

生活をはじめてみませんか？」

お口のケア
※当センターに参考となるちらしが
ありますのでお声かけください。

ポイント❶

ポイント❷

ポイント❸

歯ブラシや歯間ブラシ等
を使って口の中をきれい
にしましょう。

口腔体操で口をよく
動かしましょう。

定期的に歯科受診し、歯
や口、義歯の状態をチェッ
クしてもらいましょう。

地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんが元気で安心した生活を

続けられるよう介護に関する相談のほか、介護予防の普及啓発も行っていま
す。老人クラブを中心とした地域の高齢者の皆さんを対象に実施しているハ
ツラツお元気講座（地域介護予防事業）では、お口のケアをはじめ、運動や
栄養、認知症予防の講義や演習を行っています。いつまでもお元気に過ごす

ための「介護予防のコツ」を楽しく学ぶ講座です。また、介護保険制度や認

知症に関する出前講座も実施しています。詳しくは地域包括支援センターま
でお問い合わせください。

問い合わせ

町地域包括支援センター

もくじ

出前講座の様子

（認知症サポーター養成講座）

電話 285-5000
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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38回

愛川町社会福祉大会

地域福祉の貢献に晴れの受賞 25名 12団体
10月26日、町文化会館ホールで「第38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。
（敬称略）
◆自立更生表彰◆
石井

民生委員児童委員・保護司

渉

羽田喜代美

三澤保彦

齋藤時宗

梅﨑桂子

愛川町福祉表彰

小島多美子

岡田

悟

◆金品寄付◆

㈱シンクスコーポレーション
◆福祉作文最優秀賞◆

松岡明咲 （小学校5年生）
志村美奈 （中学校2年生）
◆福祉ポスター最優秀賞◆
茅

のどか（小学校3年生）

社会福祉事業等施設従事功労者
田

倫明

関田順子

鈴木奈実

萩原一也

日原理砂子

金品寄付

神奈川県信用組合協会・㈱オリエントコーポレーション・相愛信用組合

野口久雄 斉藤絹枝後援会 ㈱大相模カントリークラブ
三菱ふそう労働組合本社支部

日本ゴルフ場企画㈱相模野カントリー倶楽部

ボランティア活動・社会福祉活動等功労者
◆善行者感謝◆

矢後乃々果（小学校3年生）

◆福祉功労表彰◆

杉山淳子

愛川町社会福祉協議会長表彰

◆福祉功労表彰◆

大矢幸子

佐藤キミ子

金品寄付

愛甲商工会

山下雅邦

春日台ふれあい会

神奈川舞踊チャリティー協会

北村紀子

㈱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2019あいかわチャリティーゴルフ実行委員会

佐々木結衣（小学校5年生）

河内晴子

早川元貴 （中学校2年生）

日本発条労働組合厚木支部

福祉ポスター最優秀作品

茅
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のどか（小学校３年生）

佐々木結衣（小学校５年生）

早川元貴（中学校２年生）

神奈川県社会福祉大会が開催されました

第68回

10月18日㈮、神奈川県立青少年センターで第68回神奈
川県社会福祉大会が開催され、愛川町では、次の方々が
受賞されました。

（敬称略）

神奈川県社会福祉協議会会長感謝
◆ボランティア功労者◆
松野ヒロ子

栗山幸子

野尻礼子

神奈川県社会福祉協議会会長表彰
戸澤美穂

大塚淳子

小澤妙子

田畑二郎

原口麻貴

村中

愛川町の受賞の皆様

◆社会福祉事業功労者（永年勤続功労者）◆
修

◆ボランティア功労者◆
傾聴ボランティアグループなごみ

令和元年度

社協会員加入と会費納入報告

今年も社協会員加入に多大なご理解とご
協力を賜り、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
協が実施してい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支所
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

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㈱

口

数

7,842口

155口
19口
82口

会費数

8,098口
会費納入額

4,589,100円

（令和元年10月31日現在）

㈱大相模カントリークラブ
㈲高峰精機
㈱田中紙工
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
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ボランティアに関する問い合わせは、

ボランティア情報

あいかわボランティアセンター

☎046-285-2111 内線3794

災害が起きる前に知っておきたい！災害時の取組みを学びませんか？
参加者募集

災害ボランティアコーディネーター養成講座

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。
日

時   令和2年1月25日㈯午前9時〜午後2時30分

場

所   町福祉センター3階会議室他

対象者   災害支援活動に関心のある方
内

容

演

習

●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

●防災講演「平成30年7月豪雨派遣報告」
（仮称） 講師：町健康推進課職員

講

●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

義

問い合わせ・申し込み   令和2年1月10日㈮までに町社協へお申し込みください。

地域のつながり・ささえ 愛 を考えてみませんか？

地域ふくしサポーター養成講座

いま、あなたが暮らす地域は、気軽に「助けたり」
「助けられたり」することはありますか？少子高齢
化が進むなか、いつまでもいきいきと元気で暮ら
すためには地域での支え合いは欠かせません。
本講座では、安心して暮らせる地域づくりのた
め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。

1/20㈪〈テーマ〉
みんながいきいきと暮らせる愛川町へ
～支えあう地域づくりの必要性～
講師：星槎大学特任講師 大溝茂 氏

時

間

いずれも午後1時30分〜3時

場

所

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

1/27㈪〈テーマ〉

制度を知ろう～高齢者福祉制度～
講師：地域包括支援センター職員

地域のお茶の間 高齢者サロンについて
説明：本協議会職員

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
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寄付金活用のご報告
平成31年3月7日に、株式会社
シンクスコーポレーション様から
100万円のご寄付をいただき、地
域で多くの方に活用いただけるよ
う、車椅子25台を購入しました。
購入した車椅子は、希望のあっ
た行政区10カ所（児童館など）と
町の公共施設へ設置するととも
に、本協議会で行う車椅子貸与事
業で活用します。
ありがとうございました。

高齢者サロン活動紹介

「ハッピーサロン上小沢」

今年4月に、上小沢自治会会員及び地域住民の健康維持と
親睦を深めることを目的に、新たな高齢者サロン「ハッピー
サロン上小沢」が誕生しました。
代表を務めるのは、上小沢地区に住む加藤さん。自分が住
む地域に暮らす高齢者の皆さんと楽しく集える場所を作りた
いという思いから、地元の仲間と一緒にサロンを立ち上げま
した。
サロンでは、百歳体操やリズム体操で体を動かすほか、歌
やゲーム、お茶を飲みながら楽しく交流をしています。
上小沢自治会の方のみならず、地域住民の方で概ね65歳
以上の方であれば、どなたでも参加できますので、ぜひご参
加ください。

利用対象者   概ね65歳以上の方
開催日時   毎月第3水曜日 午後1時〜3時
開催場所   上小沢公民館
会

費   1回100円

問い合わせ   代表 加藤秀子さん 電話 286-0504
地域に住む高齢者の集いの場、交流の場として、町内10カ所で高齢者サロンが行われています。町社協で
は、このような活動を通して、住民同士の支え合い活動を広げています。サロンの立ち上げに興味のある方は、
町社協までお問い合わせください。

善意のご寄付ありがとうございました

寄託金品

令和元年5月1日から9月30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）

寄付金

951,959円

⃝相模野カントリー倶楽部

⃝日本発条労働組合厚木支部

⃝河内晴子

⃝かわせみN.O

⃝三菱ふそう労働組合本社支部

⃝田邊厚子

⃝神奈川土建厚木支部愛川分会

⃝㈱大相模カントリークラブ

⃝匿名

⃝ネッツトヨタ神奈川㈱

⃝一ツ井菅原婦人会

⃝国際ソロプチミスト愛川

5件

⃝タイ・アジアン

⃝愛川町商業振興協同組合

寄付物品

プルタブ・古切手・ベルマーク・大人用紙おむつ・雑巾などをお寄せいただきました。

⃝かわせみN.O

⃝㈱湘南カッター

⃝東横交通

⃝河野映子

⃝国際ソロプチミスト愛川

⃝ふたば設備㈱

⃝㈱中山工務店

⃝国久頴子

⃝一ツ井菅原婦人会

⃝㈱オチアイ

⃝㈱原島デンキ

⃝山岸義春

⃝愛川ライオンズクラブ

⃝ニッパツハーモニー

⃝白井昭子

⃝木藤美江子

⃝福寿草の会

⃝相愛信用組合

⃝小原千代美

⃝斉藤芳子

⃝ボーイスカウト愛川第1団OB会

⃝坂本ゲートボールクラブ

⃝久保なおみ

⃝匿名

⃝神奈川県内陸工業団地協同組合

⃝ナガタコーギョウ㈱

14件
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社会福祉協議会職員募集のお知らせ
町社協では、正職員を募集しています。
職

種

①保健師又は看護師

②事務職

受験受付期間

令
 和元年11月18日㈪～採用者が内定するまで

試 験 等

 時、書類選考又は面接等実施の上、採用
随
を決定します。（受験申し込みのあった方
から順番に期日を指定します）

問い合わせ 愛川町社会福祉協議会

所在地：愛川町角田257-1町福祉センター内
電 話：285-2111 内線 3791
ホームページ：http://www.shakyo-aikawa-kanagawa.jp

受験案内と申込用紙などは、町社協窓口で配布する募
集要項またはホームページでご確認ください。

配食協力員募集
町社協では、ひとり暮らし高齢者等で、自分で食事の支
度をすることが困難な方を対象に、健康保持や安否確認を
図ることを目的に、
「ひとり暮らし高齢者等給食サービス」
を実施しています。
この給食サービスの食事を配達してい
ただく『配食協力員』を募集しています。
活 動 日

月・水・金

活動時間 午後3時50分頃〜5時頃
活動内容

高齢者宅へのお弁当の配達

そ の 他

配達する際は、協力員の車を使用していた
だきます。（少額の謝礼あり）

問い合わせ 町
 社協

お知らせ

電話 285-2111 内線 3794

年末激励金配分事業

年末たすけあい募金を財源として、町社協では、年末
激励金配分事業を実施しています。今年度の配分の対象
となる方は以下のとおりです。
対象者
85歳以上の一人暮
らし高齢者
認知症高齢者
寝たきり高齢者
身体障がい者
知的障がい者
精神障がい者

対象要件

令和元年台風第19号災害義援金を受け付け
町社協では、令和元年台風第19号により被災された方々を
支援するため、義援金を下記のとおり受け付けています。
お寄せいただいた義援金は、
共同募金会を通じて、
配分されます。
受付方法

【受付中の義援金】
○令和元年台風第19号災害義援金（神奈川県）
受入金融機関
（1）横浜銀行 横浜駅前支店 普通6568121
「
（福）神奈川県共同募金会」
（2）ゆうちょ銀行 00150-6-364146
「
（福）神奈川県共同募金会」

※詳しくは神奈川県共同募金会のホームページ（http://akai
hane-kanagawa.or.jp）をご参照ください。

○令和元年台風第19号災害義援金（中央共同募金会）
※都県の指定がない場合
受入金融機関
（1）ゆうちょ銀行 00130-0-421020
「中央共同募金会令和元年台風第19号災害義援金」
（2）三井住友銀行 東京公務部 普通0162529
「
（福）中央共同募金会 災害義援金口」
（3）りそな銀行 東京公務部 普通0126781
「
（福）中央共同募金会」

※詳しくは共同募金会のホームページ（https://www.akaiha
ne.or.jp）をご参照ください。

なお、令和元年台風第19号災害義援金については、岩手県、
宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、長野県、
静岡県でも受け入れています。県を指定する場合は、寄付先
をお伝えください。

愛川お助け便 運転協力会員募集
町社協では、公共機関の利用が困難な高齢者や障がい
者を対象に、通院等の外出をお手伝いする「住民参加型送
迎サービス（愛川お助け便）
」を実施しています。
この事業にご協力いただける「運転協力会員」を募集し
ています。
活動内容

いずれも町高齢介護課に登録をさ
れている方
1級の手帳をお持ちの方
A1、A2の手帳をお持ちの方
1級の手帳をお持ちの方

6

公
 共交通機関の利用が困難な虚弱な高齢者や
障がい者の方の送迎。
（車両は本協議会の普
通自動車を使用します。
）
月~金曜日 午前8時30分〜午後5時のうち
半日程度

募集要件 ・
 町内在住で、普通第二種免許または、普通

運転免許を有する方（所定の講習が必要と
なります。詳細はお問い合わせください。
）
・70歳までの健康な方

※施設入所、長期入院されている方、生活保護受給者は対象外となります。
年末激励金は、年末たすけあい募金として、お寄せいただいた募
金を、日頃のご労苦をねぎらうとともに、在宅福祉の一助となるよ
うお届けしています。
募金額により、毎年配分対象者や配分方法が変更となります。
激励金は概ね12月中に対象者のお宅に民生委員を通じてお届けします。

下
 記口座への振込のほか、町福祉センター
に設置した義援金箱、町社協窓口に直接お
持ちください。
（振込の場合、金融機関によ
り手数料がかかる場合があります）

費

用 ・
 講 習会費用

11,000円（活動していただ
ける方に助成あり）
・お助け便年会費 1,000円

問い合わせ 町
 社協

電話 285-2111 内線 3792

