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　愛川町社会福祉協議会では、シトラスリボンプロジェクトの啓発活動に取り組
んでいます。
　このシトラスリボンプロジェクトは、コロナ禍で生まれた差別や偏見を耳にし
た愛媛県の有志がつくったプロジェクトで、愛媛特産の柑橘にちなみ、シトラス
色のリボンなどを身につけ、コロナ禍でも思いやりの気持ちを表す活動です。
　新型コロナウイルスを過度に恐れず、また軽視することなく、適切に対応する
ことで差別や偏見を無くし、誰もが心から暮らしやすいまちや社会を目指してい
くことを目的としています。
　町社協では、このシトラスリボンプロジェクトの趣旨に賛同し、活動の普及啓
発に使用するシトラスリボンの作成については地域のボランティアにご協力いた
だきました。コロナ禍の影響により多くのボランティア団体がそれまで取り組ん
でいた活動の休止を余儀なくされていましたが、この活動を通じてボランティア
とのつながりの復活だけでなく、プロジェクトに賛同してくださる方との新たな
つながりも生まれています。
　町社協では福祉センター1階ロビーでシトラスリボンを配布しており、プロ
ジェクトに賛同くださる方に啓発のご協力をいただいています。リボンは無くな
り次第、終了となります。

リボンやロゴで表現する3つの輪は、
地域と家庭と職場（または学校）です

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。

もくじ事業中止のご案内
　町社協では、例年1月、2月に開催している以下の事業に
ついて新型コロナウイルス感染症の再拡大が懸念されるこ
とから、参加者の安心と安全を最優先に考え、中止とさせ
ていただくことになりました。
　また、福祉講演会については中止又は延期とさせていた
だく可能性があります。
　ご予定をされていた皆様にはご迷惑をお掛けいたします
が、ご理解をいただきますようよろしくお願いいいたします。

シトラスリボンプロジェクト
事業中止のご案内………………………………… 1

「令和3年度　愛川町福祉表彰式」開催
「令和3年度　神奈川県社会福祉関係者等表彰」
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令和3年度　社協会員加入と会費納入報告 ほか … 3

初めてのスマホ体験教室 ほか
口の体操をやってみよう！……………………… 4

福祉団体合同新年賀詞交歓会
災害ボランティアコーディネーター養成講座
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みんなで広げよう、みんなで広げよう、
シトラスリボンシトラスリボン
プロジェクト。プロジェクト。
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民生委員児童委員・社協役員功労者
大矢敏代　勝又富美子　熊坂洋子　小曽根潔　洞山　巖　小島重夫

社会福祉事業等施設従事功労者

岩澤征実　小川邦彦　塩島一斗　齋藤弘子　前川　愛　石川亜沙美
伊藤由紀

金品寄付
熊谷直丈　野口麻子　㈱シンクスコーポレーション

◆
善
行
者
感
謝
◆

ボランティア活動・社会福祉活動等功労者
森川功美　小池和枝　村上政四郎　村上ミツ　熊澤ちゑ子　三好容子

金品寄付

㈱悠煇 ドキわくランド愛川店　国際ソロプチミスト愛川
日本発条労働組合厚木支部

地域福祉の貢献に晴れの受賞　31名　5団体

令和3年度 愛川町福祉表彰式
　10月30日、愛川町役場で「愛川町福祉表彰式」を開催し
ました。（主催／愛川町・愛川町社会福祉協議会）
　この表彰式は、多年にわたり社会福祉の推進に寄与され
た方、社会福祉に顕著な功労のあった方々等の功績を称え
ることを目的にしたもので、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）

　令和3年度神奈川県社会福祉大会について
は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止
の観点から中止となりました。
　同大会において予定していた表彰等につ
きましては、愛川町では、次の方々が受賞さ
れ、神奈川県社会福祉協議会から贈られた
表彰状等を町社協より伝達させていただきま
した。

神奈川県社会福祉協議会会長感謝
◆ボランティア功労者◆　

藤井公乃

◆団体の役員、従事者及び
　施設の従事者◆

清田千津子

神奈川県社会福祉協議会会長表彰
◆団体の役員、従事者及び施設の従事者◆　

澤根直子
◆保護司◆

諏訪部俊明
◆民生委員児童委員◆

足立原順子　齋藤きよみ　澤村早百合　本多照美

（敬称略）

令和3年度 神奈川県社会福祉関係者等表彰

事業の紹介

　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。

肢体不自由児日常介助物品支給事業

利用できる方    町内在住で体幹等に著しい障がい（身
体障がい者手帳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（10月・3月）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。

問い合わせ    電話 285-2111　内線 3794

　町社協では、寝たきりの高齢者の方などを対
象に、訪問による理髪サービスを実施しています。

サービスのご利用には事前に申請が必要です。また、担当の職員が
ご自宅に伺い、身体状況の確認を行います。

利用できる方    町内在住で外出ができない次のような状態の方
　　　　　 ・概ね65歳以上の寝たきりの方　・重度身体障がい

者で寝たきりの方　＊お体の状態が改善した時などは、
利用ができなくなる場合があります。

料金   1回2,000円
実施日    3月 6月 9月 12月の年4回

問い合わせ    電話 285-2111　内線 3794

ご利用ください 理髪サービス事業
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◆福祉功労表彰◆
　石井康弘　鈴木康夫
　加藤秀子　柳川　正
　小林保男　河内晴子
◆金品寄付◆
　河内晴子
　 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◆
　齋藤遙希（小学6年生）
◆福祉ポスター最優秀賞◆

　澤村梨花（小学3年生）
　川井葉月（小学6年生）
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　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。

会員の種別と会費 口　数
一般会員（世帯） 500円 6,097口
賛助会員（世帯） 1,000円 115口
特別会員（世帯） 5,000円 18口
特別会員（企業等） 5,000円 76口

（
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 ㈲梶石材店 ㈲高峰精機
愛川工業クラブ 柏木電気㈱ ㈱田中紙工
NPO法人あいかわ工房 カナガワ㈱ 中央カンセー㈱
愛川町商業振興協同組合 神奈川県内陸工業団地協同組合 中央環境開発㈱
あいちゃん商店会 神奈川中央養鶏農業協同組合 社会福祉法人輝雲会　手まり学園
㈱愛川スズキ販売 ㈱桂装 電気興業㈱
㈲愛川製作所 県央愛川農業協同組合 ㈱トーホー愛川工場
愛川町電設協会 国際ソロプチミスト愛川 都市環境サービス㈱
愛甲商工会 NPO法人ここのわ トヨタサービスセンター神奈川㈱
㈱アイシン建設 公益社団法人相模メモリアルパーク 中村整形外科
㈱愛電社 ㈱桜建築事務所 なかよし薬局愛川店
社会福祉法人愛和　愛和の里 サンノー技研㈲ ㈱ニチベイ
一般社団法人厚木青色申告会愛川地区会 ＪＡデイサービスセンターあいかわ 日本通信機㈱
ＡＧＣ㈱相模工場 社会福祉法人愛伸会　志田山ホーム 日本発条㈱
㈱アツギフードサービス 昭和エーテル㈱愛川工場 ㈲萩原不動産
池田鉄工㈱ ㈲新住開発 ㈱フィールシステムソリューション
㈲インテリアコウノ ㈲酢屋商店 ふたば設備㈱
料亭　魚秀　㈲ミタス 西濃運輸㈱ フレアーナガオ㈱
海老名畜産㈱ 医療法人社団関根医院 ㈱三愛　ふれあい
大塚下団地共栄会 医療法人社団愛清　せせらぎ 北相貨物自動車協同組合
㈲オート企画野田春日台営業所 一般財団法人繊維産業会 ㈱ミカワ
大貫繊維㈱ 相愛信用組合 社会福祉法人愛川舜寿会　ミノワホーム
㈲岡崎製作所 第一商事㈱　
㈱オチアイ ㈱大相模カントリークラブ

会費数

6,306口
会費納入額

3,643,000円
（令和3年10月31日現在）

令和3年度　社協会員加入と会費納入報告

善意のご寄付ありがとうございました
令和3年4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）令和3年4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）

⃝㈱悠煇　ドキわくランド愛川店 ⃝㈱三愛　ふれあい ⃝松本 恵子
⃝株式会社パソナ ⃝依田 知佳子 ⃝堀内 弘治
⃝遠藤 幸夫 ⃝トヨタサービスセンター神奈川 ⃝奥野 恵
⃝顕妙寺壇信徒一同 ⃝アトリエSEDA ⃝㈱アイシン建設
⃝小原 千代美 ⃝㈱オチアイ ⃝高周波工業㈱
⃝小中原 礼子 ⃝NPO法人 さがみ ⃝松田 紀久子
⃝小倉 シズ子 ⃝東横交通㈱ ⃝かわせみＮ.Ｏ
⃝渡辺 祐子 ⃝臼井 美恵 ⃝一ツ井・菅原婦人会
⃝㈱ニッパツ・ハーモニー ⃝福寿草の会 ⃝前場 利男
⃝ティーエスエンバイロ㈱ ⃝白井 昭子 ⃝相愛信用組合
⃝瀬戸 尚子 ⃝飯泉 麻結 ⃝萩原 ハツエ
⃝柴田 重伸 ⃝神奈川県内陸工業団地協同組合 ⃝匿名21件

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いた皆様

⃝熊谷 直丈 ⃝河内 晴子 ⃝神奈川蚕友会
⃝相模野カントリー俱楽部 ⃝一ツ井・菅原婦人会 ⃝ ㈱オリエントコーポレーション、神奈川県信用組合協会、

　相愛信用組合⃝国際ソロプチミスト愛川 ⃝愛川町商業振興協同組合
⃝第27期 区長会 ⃝前場 利男 ⃝三菱ふそう労働組合　本社支部
⃝かわせみＮ.Ｏ ⃝日本発条労働組合　厚木支部 ⃝匿名4件
⃝柴嵜 藤江 ⃝馬場 康之

寄付金　1,103,767円

寄託金品
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　これまでの自分を振り返り、これからの暮らし
を考えるきっかけとして「わたしのこれからノー
ト」書き方教室を開催します。
　楽しかった出来事や反省点を思い出しながら、
これから挑戦したいこと、今後の楽しみなどを思
い描く、未来への覚書です。
　また、認知症などで介護が必要になったときや、
突然の葬儀などに備えて、自分の意思を記してお
くこともできます。
　自分らしい生き方や暮らし方など、将来につい
て考え、ノートに書いてみませんか？

　スマートフォンを活用し、イン
ターネットを通じて誰でも身近に情
報が入手できる利便性を実感しても
らうと共に、機器操作を体験します。

※�障がい者については、スマートフォンの画面操作が出
来る方が対象です。
※�スマホやタブレットの所有の有無、使用の機器、携帯
会社を問わず参加可能です。当日は貸し出しの実機で
体験となります。

障がい者・高齢者IT教室
わたしのこれからノートわたしのこれからノート

（エンディングノート）（エンディングノート）書き方教室書き方教室

日　時   令和4年1月27日㈭
　　　　　午後1時30分〜3時

日　時   令和4年1月21日㈮
　　　　　午後1時30分〜3時30分

会　場    愛川町福祉センター3階会議室

会　場    愛川町福祉センター3階会議室

受講料    無料

受講料    無料
講　師   スマートフォンアドバイザー

対　象    町内在住の概ね65歳以上の方（定員
10名・先着順）

対　象    スマートフォン利用経験のない、もしくは
初心者で町内在住の障がい者、65歳以上の
高齢者（定員15名・先着順）

申　込   町社協　電話 285-2111　内線 3794

申　込   町社協　電話 285-2111　内線 3794

口の体操をやってみよう！口の体操をやってみよう！
　「口の渇きが気になる」「固い
ものが食べにくくなった」「む
せることがある」などのお口の
不調はありませんか？このよう
な症状がある場合は、オーラル
フレイル(お口の機能低下)の可
能性があります。オーラルフレ
イルは、食欲の低下、さらには
心身機能の低下につながり、高
齢者の場合は、要介護状態に至
るケースもあります。いつまで
もお口からしっかり食べて、元
気に過ごすため、「オーラルフ
レイル」の予防に取り組んでみ
ませんか。

神奈川県ホームページ「オーラルフレイル対策」より引用

初めてのスマホ体験教室初めてのスマホ体験教室

　オーラルフレイルの改
善には、様々な専門的な
対応がありますが、自宅
で簡単にできるプログラ
ムをご紹介します。

未来へつなぐ覚書
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