
社協

あいかわ
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。

検 索愛川町社会福祉協議会

お問い合わせは、お気軽にどうぞ

インターネットからは
046-285-2111㈹TEL2020

NO.126

7/15

自治会活動は地域福祉の原動力

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。
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　社会福祉協議会（略して「社協」）は、地域福祉を推進する団体として、住み慣れた地域で
“誰もが安心して暮らせるまちづくり”を進める民間の社会福祉法人です。

　社協では、地域福祉を推進する団体として、誰もが安心して暮らせる地域を目指して、地域の皆様に会員加入
のご協力をお願いしています。
　会員制度は、住民の皆様や企業の皆様が、社協の組織や活動への理解のもと、社協が実施する事業・活動に直
接的、また、間接的に参加していただくための制度です。会員になることで地域福祉を支える大きな力となります。
　年間を通して募集していますので、ご協力をお願いします。

※お住まいの地域の行政区を通じて、会員募集・会費納入を行います。
　なお、今年度の社協会員募集につきましては、緊急事態宣言が発令されたことから、会員募集強化月間にかか
わらず、行政区の実情に応じて実施することとしています。

社会福祉協議会 会員加入のお願い

　皆さまからいただいた
会費は、高齢者サロン事
業、ボランティア育成事
業、福祉教育事業、在宅
福祉サービス事業など社
協の活動を支える財源と
して活用しています。 高齢者サロンの立ち上げ運営支援

（桜台なかよし会）
権利擁護推進事業

成年後見制度普及啓発講演会の開催

ボランティア育成・福祉教育の取組み
福祉教育サポーター（ボランティア）
の協力による児童・生徒に福祉の学
びを支援
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重点事業について

令和元年度  社協事業・決算報告

資産の部 365,856,815 円 負債の部 100,711,288 円

資産の部合計 365,856,815 円
純資産の部 265,145,527 円
負債及び純資産の部合計 365,856,815 円

支出決算
社会福祉事業区分支出 201,022,587 円
収益事業区分支出 7,718,585 円
法人全体の支出合計 208,741,172 円

当期末支払資金残高 31,266,943 円

収入決算
社会福祉事業区分収入 231,513,454 円
収益事業区分収入 8,494,661 円
法人全体の収入合計 240,008,115 円

貸借対照表

決算の概要 令和２年3月31日現在

● 第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進
　第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画の3年目にあたり、各種事業を行うとともに、進行管理に
ついても行政と一体的に進めました。

● 高齢者・障がい者の権利擁護事業の取組み
　成年後見制度の利用促進や市民後見人等の啓発を進めるため講演会を実施しました。（参加者69名）
　権利擁護事業のさらなる充実に向け、顧問弁護士を配置しました。

● 愛川の底力住民委員会の開催
　地域住民が福祉について話し合う機会を設け、身近な
支援の仕組みづくりを進めました。

▶  知的障がい児・者サポーター養成講座、障がい児サロンについて
▶  シニアボランティアの活動検討
▶  カレンダー配布プロジェクトの実施

取組内容

● 売店等運営事業における障がい者雇用
　障がいがあっても一生懸命頑張る姿を地域社会に発信するため、
ふれあいショップ希望を運営し、障がい者2名を雇用しました。

● ボランティア・福祉教育活動の推進
　各種ボランティア講座、小中学校で行う福祉活動に対する体験指導、
職場体験学習への協力、福祉教育連絡協議会を実施しました。

▶  中学生高校生のためのボランティア体験学習・ボランティア研修会
▶ 知的障がい児・者サポーター養成講座
▶ ボランティア入門講座 
▶ 子育て支援ボランティア養成講座 
▶ 災害ボランティアコーディネーター養成講座

令和元年度開催したボランティア講座

愛川の底力　住民委員会の様子

子育て支援ボランティア養成講座の様子
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善意のご寄付ありがとうございました
令和元年10月1日から令和2年3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）

⃝相模野カントリークラブ ⃝愛川中学校昭和34年度卒業生 ⃝相愛信用組合 ⃝両向区
⃝かわせみN.O ⃝愛川ボランティア倶楽部 ⃝日本発条労働組合 厚木支部 ⃝Eの会
⃝中央労働金庫 愛川支店 ⃝カッティングクリエイション ⃝厚木愛甲地区更生保護女性会 ⃝㈱オチアイ
⃝愛川町舞踊協会 ⃝AGC労働組合 相模支部 ⃝中央労働金庫 愛川支店 推進幹事会 ⃝一粒の会
⃝愛川町写真クラブ ⃝国際ソロプチミスト愛川 ⃝令和元年度 あたまの体操教室 ⃝前場利男
⃝愛甲商工会 ⃝三菱ふそう労働組合本社支部 ⃝愛川町立高峰小学校PTA ⃝田邊厚子
⃝愛川町資源リサイクル協同組合 代表理事 岡田茂宣 ⃝㈱シンクスコーポレーション ⃝北村紀子
⃝㈱桜建築事務所 さくらまつり実行委員会 ⃝愛川町ターゲット・バードゴルフ協会 ⃝匿名　1件
⃝公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会 県央支部
⃝㈱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
⃝厚木市建設業二世会 厚木管友会  （一社）厚木市建設業協会  （一社）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・大人用紙おむつ・雑巾などをお寄せいただきました。

寄付金　1,488,513円

寄託金品

⃝㈲高峰精機 ⃝㈱三愛 ふれあい ⃝愛川ライオンズクラブ ⃝小野澤美代子
⃝AGC㈱ ⃝㈲三京製作所 ⃝臼井美恵 ⃝前場利男
⃝カナガワ㈱ ⃝居酒屋 しず ⃝井上美恵子 ⃝西村健一
⃝坂本区ゲートボール ⃝㈱MCシステムズ東日本 ⃝小原千代美 ⃝中村健治
⃝国際ソロプチミスト愛川 ⃝小沢ふたばふれあい会 ⃝廣江道子 ⃝髙橋友子
⃝㈱オチアイ ⃝高周波工業㈱ ⃝柴田重伸 ⃝市川ウメノ
⃝一粒の会 ⃝神奈川県西北地区郵便局長夫人会 ⃝井上洋子 ⃝匿名11件
⃝かわせみN.O ⃝㈱悠煇 ドキわくランド愛川店 ⃝中島良一
⃝ニッパツハーモニー ⃝公益財団法人 宮ケ瀬ダム周辺振興財団

あたまの体操教室 生活福祉資金特例貸付のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお悩みの皆さまへ楽しみながら認知症の予防!

　誰もができる簡単な読み書き・
計算の教材を使って、楽しく認
知症を予防しませんか。

日　時   9月から令和3年2月まで
の毎週木曜日

　　　　午前中の1時間程度
場　所   福祉センター　3階

　　　　会議室
対象者   町内在住で65歳以上の方　

8名（応募者多数の場合は
抽選）

費　用   1ヶ月1,200円（月ごとに
集金）

申込み   8月7日㈮までに町社協へ
ご連絡ください。

　　　　☎285-2111（内線）3793
その他   新型コロナウイルス感染

予防対策等により、開催
や参加人数等に変更が生
じる場合があります。

緊急小口資金（休業された方向け）
　緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸
付を行っています。

対 象 者   新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があ
り、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

貸付上限額   原則、1世帯10万円以内　ただし、多人数世帯、学校の休校、
個人事業主等20万円以内

総合支援資金（失業された方向け）
　生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行っています。

対 象 者   新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等によ
り生活に困窮し、日常生活の維持が困難となった世帯

貸付上限額（2人以上）月20万円以内　（単身世帯）月15万円以内
貸付期間   原則3ヶ月以内

申請方法   原則、郵送による申込受付となります。
　　　　　 申込書類等は、「神奈川県社会福祉協議会」のホームページ
　　　　　（http://www.knsyk.jp/）からダウンロードできます。
　　　　　申込書等の書類提出先　愛川町社会福祉協議会　宛
　　　　　〒243-0301　愛川町角田257番地の1
　　　　　ホームページからの取得が難しい方は、お電話でご相談ください。
問い合わせ   ☎285-2111（内線）3793・3794

注意!   即日貸付ではありません。送金されるまでに県社会福祉協議
会で受理してから3週間程度の日数を要します。
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＊チェックシートがいっぱいになったら、カレンダーなどをご活用ください。

フレイル予防チェックシート　取り組んだら〇をつけましょう!

【問い合わせ】愛川町地域包括支援センター　☎046-285-5000

　　　　月　　　　日
運　動 お　話 睡　眠

食　事 お口のお手入れ

　　　　月　　　　日
運　動 お　話 睡　眠

食　事 お口のお手入れ

　　　　月　　　　日
運　動 お　話 睡　眠

食　事 お口のお手入れ

　　　　月　　　　日
運　動 お　話 睡　眠

食　事 お口のお手入れ

　　　　月　　　　日
運　動 お　話 睡　眠

食　事 お口のお手入れ

　　　　月　　　　日
運　動 お　話 睡　眠

食　事 お口のお手入れ

　「フレイル」とは体が虚弱になっている状態のことです。
　外出が減り、自宅でも動かない時間が多くなると、身体や頭の機
能が低下します。
　自宅でもメリハリのある生活を送って、フレイル予防に努めま
しょう!

フレイル予防を
知ろう!

�動かない時間を少しでも減らす! �自宅でもできる運動をしよう1
□  人ごみを避けて、一人や限られた人数で散歩する
□  家の中や庭などでできる運動（ラジオ体操、スト

レッチやスクワット等）を行う
□  家事（庭いじりや片付け、立位を保持した調理等）

や農作業などで身体を動かす

□  座っている時間を減らし、足ふみをするなど身体
を動かす

電話、手紙、メールなどで友人や家族と交流（お話）しましょう2
□  家族や友人と電話で話す □  家族や友人と手紙やメールなどを活用し交流する

良質な睡眠で免疫力をつけましょう3
□  十分な睡眠をとり、規則正しい生活習慣を心がける

�しっかり食べて栄養をつけましょう4
□   3食欠かさずバランスよく食べる
□  筋肉のもとになるたんぱく質を積極的に摂る（肉・

魚・大豆製品など）

※ 食事の制限を受けている方は、医師の指示に従って
ください

お口の健康を保ちましょう5
□   食後や寝る前に歯磨きをする □  しっかり噛んで食べる、一人で歌の練習をする、早

口言葉を言うなど、お口周りの筋肉を保つ
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