社協

社会福祉協議会は、 皆さま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。
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社会福祉協議会
会員加入のお願い

検索

FAX：046-286-5424

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

愛川町社会福祉協議会（略して「町社協」）は、地域
の皆さまや関係機関等のご協力をいただきながら、住
み慣れた地域で“誰もが安心して暮らせるまちづくり”
（地域福祉）を進める民間の社会福祉法人です。

町社協では、地域福祉を推進する団体として、誰も

地域福祉を支える大きな力となります。

が安心して暮らせる地域を目指して、地域の皆さまに

年間を通して会員募集をしていますので、ぜひご協

会員加入のご協力をお願いしています。

力をお願いします。

この会員制度は、地域や企業の皆さまが、町社協の

※お住まいの地域の行政区を通じて、会員募集・会費

組織や活動への理解のもと、町社協が実施する事業・

納入を行います。また、町社協窓口での会費納入手

活動に会費を通じて直接的、また、間接的に参加して

続きも受付しています。

いただくための制度で、会員になっていただくことで

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。

広報紙発行を通じて、社協活動や住民向
けの講座の周知を行っています。

高齢者や障がい者等が、できる限り地域
で安心して自立した生活が行えるよう、
送迎サービスや配食サービスなど、様々
な支援をしています。
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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。

令和3年度

社協事業・決算報告

令和3年度は、前年度から続く新型コロナウイルス感染症の影響により、従来から取り組んできた一部の事業
の開催が中止となりました。こうしたなか、新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮しつつ、既存事業の実
施に向けた工夫やコロナ禍に対応した新規事業への取り組みを推進しました。

●第
 3次地域福祉計画・地域福祉活動
計画及び第5次社協活動計画の推進
5カ年計画の最終年度にあたり、各種事業を行
うと共に、進行管理についても行政と一体的に
進めました。

業や失業等で収入が減少した生活困窮世帯に対
し、生活福祉資金特例貸付の申請受付の対応を
行うとともに、広報紙による制度の情報提供に
努めました。
（神奈川県社会福祉協議会受託事業）

● 小学校新1年生入学服衣類バンク事業

経済的に困窮している世帯への支援を目的として、
個人から寄託された小学校入学式に着用する衣類等
を提供する衣類バンク事業を試行的に行いました。

● 第4次地域福祉計画・地域福祉活動
計画及び第6次社協活動計画の策定

地域コミュニティの再構築と地域の福祉力向
上を目指した次期計画策定に向けた取り組みを
行いました。

● シトラスリボンプロジェクト

新型コロナウイルス感染症に起因
する差別や偏見を無くし、コロナ禍で
あっても笑顔で暮らせるまちを目指
し、シトラスリボンを作成、配布し、啓発活動を
行いました。

● フードバンク運営事業
（フードバンクあいかわ）
個人及び団体等から寄託された食品等を生活
困窮世帯等へ提供し、生活再建に向けた自立支
援及び地域住民の福祉向上を目的に実施する
フードバンク事業「フードバンクあいかわ」を前
年度の試行的実施から、令和3年度は本格的な実
施として取り組みを行いました。

シトラスリボンプロジェクト…愛媛県の有志が始め
たコロナ差別や偏見を無くす啓発活動

● 福祉講演会のオンライン開催

町民の福祉意識の高揚を図るため、例年、町文化
会館に著名な講師等を招いて福祉講演会を開催して
いましたが、コロナ禍で、多くの参加者を招くこと
が困難な状況が続いていたため、令和３年度は福祉
に関する映画のオンライン上映会を開催しました。

● 生活福祉資金特例貸付
（緊急小口資金、総合支援資金）
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休
令和3年度

決算の概要（法人全体）
科

目

収

会費
分担金
寄附金
経常経費補助金
受託金
貸付事業
事業収入
介護保険事業
就労支援事業
障害福祉サービス等事業
受取利息配当金
その他の収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
内部取引額
その他の活動による収入
前期末支払資金残高
合
計

貸借対照表

2

入

令和4年3月31日現在
決算額
3,996,300円
0円
3,493,229円
40,907,755円
43,794,592円
255,000円
8,875,923円
11,956,404円
5,497,206円
39,557,991円
5,417円
1,694,090円
6,689,300円
5,497,500円
21,747,717円
1,343,450円
32,100,801円
227,412,675円

科

目

支

出

人件費
事業費
事務費
就労支援事業
収益事業
貸付事業
共同募金配分金
助成金
負担金
その他の支出
固定資産取得支出
基金積立資産支出
積立資産支出
内部取引額
その他の活動による支出
予備費支出
当期末支払資金残高（次年度繰越金）
合
計

資産の部

334,779,961円

資産の部合計

334,779,961円

負債の部
純資産の部
負債及び純資産の部合計

決算額
121,645,198円
18,309,223円
7,519,944円
5,412,316円
3,534,627円
170,000円
2,848,000円
2,553,500円
206,431円
0円
1,228,830円
2,304,183円
1,452,500円
21,747,717円
4,132,760円
0円
34,347,446円
227,412,675円
86,641,767円
248,138,194円
334,779,961円

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

内線3793

夏休み ボランティア体験学習
町内の中学生・高校生を対象に、高齢者への理解と関心を高めるとともに将来や自分自身の生き方について
考える機会となるよう体験学習を開催します。
「ボランティア活動に関心があるけれど、なかなか機会がない…」、
「普段できない体験をしてみたい！」そんな学生のみなさん、この夏休みに素敵な思い出をつくりませんか？

1日目

2日目

8月3日㈬

3日目

8月4日㈭

8月18日㈭

午前10時～午後3時30分

午前10時～午後3時30分

⃝講 義『生きるを支える仕
事、“介護” ってなに？』
⃝高齢者疑似体験等

⃝介護予防体操を体験
してみよう

⃝振り返り、反省会

介護施設の利用者が普段行って
いる身体や口を動かす簡単な体操
を体験して、皆さんの元気な姿を
施設の利用者に届けましょう！運
動が得意な方だけでなく､ どなた
でも参加できる体操です♪

2日間の体験を通して、感じた
ことや新たに発見したことを皆で
共有しましょう！体験で得たもの
を日頃のちょっとした場面で活か
してみましょう！

町内の介護施設で働く介護職員
に高齢者の特性や仕事で意識して
いることを聞いてみよう！疑似体験
セットを使用して高齢者の身体の
動きや車椅子の使い方を学ぼう！

会
場 愛川町福祉センター 3階 会議室
対
象 町内在学・在住の中学生、高校生
費
用 無料
申込方法 電話、メール、社会福祉協議会窓口

午前10時～午後0時

申込事項

 氏名、②学校名・学年、③住所・連絡先、
①
④その他連絡事項
締め切り 令和4年7月22日㈮
問い合わせ先 内線 3793、3794
{aishakyo@shakyo-aikawa-kanagawa.jp

善意のご寄付ありがとうございました

寄託金品

令和3年10月1日から令和4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）

寄付金

2,389,462円

⃝相模野カントリー俱楽部
⃝厚木市建設業二世会・一般
社団 法 人 厚 木 市 建 設 業 協
会・一般社団法人神奈川県
建設業協会県央支部・厚木
管友会

寄付物品

⃝池下 睦子
⃝かわせみＮ.Ｏ
⃝古郡 祐𠮷
⃝NPO法人 あいかわ工房
⃝厚木愛甲地区更生保護女性会
⃝愛甲商工会

⃝両向区
⃝北村 紀子
⃝国際ソロプチミスト愛川
⃝AGC労働組合 相模支部
⃝タイアジアン
⃝三菱ふそう労働組合 本社支部

⃝日本発条労働組合 厚木支部
⃝株式会社シンクスコーポレーション
⃝一粒の会
⃝愛川町ターゲット・バードゴル
フ協会
⃝匿名6件

プルタブ・古切手・食料品・大人用紙おむつ・雑巾などをお寄せいただいた皆様

⃝神奈川ふだん記
⃝髙橋 友子
⃝中央労働金庫愛川支店
⃝歌田 晴美
⃝顕妙寺檀信徒一同
⃝梅田 航平
⃝日清医療食品株式会社
⃝成田 稔
⃝篠原 正紀
⃝小原 千代美
⃝横田 重久
⃝小林 隆志
⃝高周波工業㈱
⃝小川 貴久子
⃝福寿草の会

推進幹事会

ハーティセンター

⃝愛川町役場
⃝㈱ニッパツ・ハーモニー
⃝柴嵜 藤江
⃝両向高砂会
⃝瀬戸 尚子
⃝菅野 智恵子
⃝奥山 雄晴
⃝松本 悦子
⃝内山 マサ
⃝AGC㈱相模工場
⃝㈱ファーストバリュー、519cafe、六倉育成会
⃝佐藤 優子
⃝菅原 尚弓
⃝佐々木 ゆき
⃝池田 トシ子

⃝曾根 綾乃
⃝天〇まさ 下間 正英
⃝ボーイスカウト愛川第1団OB会
⃝中村 健治
⃝三田 健一
⃝栁澤 てい子
⃝神奈川県立愛川ふれあいの村
⃝ミノワホーム
⃝小川 君江
⃝神奈川県西北地区郵便局長夫人会
⃝国際ソロプチミスト愛川
⃝一粒の会
⃝かわせみN.O
⃝匿名26件
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事業の紹介
の

ぞ

み

ふれあいショップ希望
町社協では、福祉センター1階で売店「ふれあいショップ希望」
を運営しています。
この売店では、町内の障がい者地域作業所に通所する方々が販
売員として従事し、将来の就労に向けた成長の場となっています。
また、売店にお越しいただく皆さんの応援が販売員のやる気に
繋がっています。ぜひお立ち寄りください！
場

所

  愛川町福祉センター1階

営業日

  月～金曜日 ※祝日除く

時

  午前9時30分～午後2時

間

※上記以外の時間は職員が販売します。お気軽にお声掛け
ください。
取扱い商品

⃝飲み物や菓子、カップ麺、雑貨
⃝障がい者作業所等で作った野菜、パン、お弁当、手芸
品などの自主製作品など（お弁当は月曜日のみ販売）
愛川町社会福祉協議会は、誰もが安心してその人らしく暮らせる地
域社会（ともに生きる社会）の実現を目指しています。

参加者募集

障がい児サロンわんぱく♥ラブ♥

夏休み期間中、特別支援学級、学校等に通う小・中学生
を対象に、交流の機会づくりを目的として、障がい児サロ
ン“わんぱく♥ラブ♥”を実施します。
ご家族の方の介護負担軽減にもご利用ください。
日

時

  7月22日㈮～8月31日㈬（全18日間）
毎週月・水・金曜日 午前10時～午後3時まで

会

場

  町福祉センター 3階 会議室等

参加対象者   特別支援学校等に通う小中学生の児童・生徒
参加費

  無料（昼食代等の別途実費をご負担いただき
ます。
）

その他

  希望者には送迎あり

申し込み   内線 3793
7月21日㈭までにお申し込みください。
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ボランティア募集
わんぱくラブに参加する子供たちと一
緒に遊んでいただけるボランティアを募
集します。詳細は、町社協までお問い合
わせください。
都合の良い日、時間にご協力ください。
半日の参加も大歓迎です。

住民相互の支えあい
「あいかわ福祉サービス協会」

楽しみながら認知症の予防！

あたまの体操教室

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。

あいかわ福祉サービス協会は、会員方式による
低額有料のホームヘルプ（家事援助・介助）サー

ビスです。このサービスでは、地域に住む会員同
志のたすけあいにより高齢者や心身障がいの人たちに生活・
自立への援助を行い、本人やその家族が地域で安心して暮ら
せるように支援しています。

日

場

時   令 和4年9月〜令和5年2月までの
毎週木曜日 午前9時30分又は
10時30分からの1時間程度
所   町福祉センター 3階 会議室

募集人数   町内在住で65歳以上の方16人
（応募者多数の場合は抽選）
費

【利用料金】

平日 午前9時～午後5時 1時間700円
土日祝祭日及び時間外 1時間850円
■協 力会員 町内にお住まいの20歳以上の健康な方で、
熱意をもってこのサービスを提供できる方。
（ホームヘ
ルパー有資格者、介護職員初任者研修修了者）
■会費

用   1ヶ月1,200円（1ヶ月ごとに集め
ます）

持ち物   筆記用具
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。
問い合わせ・申し込み

■利用会員 町内にお住まいの高齢、心身障がい、傷病
ならびに母子及び父子家庭等で家事援助・介助が必要
な方。

内線 3794 8月12日㈮までにお申し込みください。

年額1,000円

問い合わせ あいかわ福祉サービス協会
  電話 046-285-2111 内線 3792
母子・父子家庭生活援助費のご案内
母子・父子家庭で義務教育終了前（中学校卒業前）の児童と
同居し、養育している方が利用した場合、利用料金が助成され
ます。
（限度額有り）詳細は下記へお問い合わせください。

問い合わせ 愛川町福祉支援課地域福祉班
  電話 046-285-2111 内線 3352

生活にお困りの方に食料品をお渡ししています。 フードバンクあいかわ
フードバンクあいかわでは、町内の
企業等からご寄付としていただいた
食料品を、町社協が仲介役となり、一
時的に生活に困窮し、食料品の支援が
必要な方々へ無償で提供しています。
善意の寄付により運営している事
業であり、在庫の品目や数量は日によ
り変わりますので在庫状況によっては
お渡し出来ないことがあります。利用
を希望される方は、下記の問い合わせ
先に、事前にご相談をお願いします。
なお、生活状況や家族構成等をお
伺いした上で食料をお渡しさせていた
だきますので、ご了承ください。
問い合わせ・申し込み

内線 3793、3794

提供いただいた
食料品を必要な方への
支援に活用します

フード
バンクの
流れ

個人・団体や企業から
食料品の寄付

フード
バンク
あいかわ

関係機関からの
食料品支援依頼
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3年ぶりに開催します！

ふれあい広場

41回

第

～友情の輪を広げて～
ふれあい広場は、障がいのある人もない人も、ボラン

ティア団体等による交流ゲームや模擬店コーナーなど

を通して、楽しく「ふれあう」ことを目的に開催します。
みなさん、ご近所お誘い合わせのうえ、ご参加ください。

9月10日土

9：30〜11：30

送迎バスを運行します
春日台・中津・小沢方面
時刻

停車場所

停車場所

8：36 坂本バス停

8：36 愛川高校前バス停

8：39 桜台バス停

8：38 高峰小学校前バス停

8：42 一本松バス停

8：39 三増下宿バス停
8：40 三増バス停
8：42 中里遊園地前バス停

8：43 局前バス停

8：43 上三増バス停

8：44 中津バス停
8：45 東中学校前バス停
8：50 春日台団地バス停

8：48 中原バス停
8：49 愛川中学校前バス停
8：56 原下バス停

8：51 春日台1丁目バス停

8：57 学校入口バス停

8：52 春日台入口バス停

8：59 撚糸組合前バス停

六倉
8：54
（町循環バス）バス停

半原バスターミナル
9：00
前バス停

大塚児童館入口
8：56
（町循環バス）バス停

9：03 愛川大橋バス停

9：01 川北バス停
愛川ふれあいの村野
外センター前バス停

8：58

小沢坂上
（町循環バス）バス停

9：04

9：00

小沢坂下
（町循環バス）バス停

9：07 細野橋バス停

9：02 梅沢バス停

9：06 原臼バス停
9：11

9：05 箕輪辻バス停
9：07 下之街道バス停
9：08 宮上バス停
9：10 下戸倉バス停
9：15 会場（田代運動公園）

田代運動公園

会場

三増・半原方面
時刻

8：40 運輸支局入口バス停

雨天中止

半僧坊前
（県道）バス停

9：15 会場（田代運動公園）
※各方面とも帰りは、逆の順路にな
ります。
※11時30分頃の出発となります。

楽しいゲームがたくさん!
⃝ 魚つりゲーム

⃝ グラウンド・ゴルフ
⃝ 楽しく歩こう

など

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、イベントの変
更や中止の場合があります。
※感染拡大防止のため、体調不良の場合は参加をご遠慮く
ださい。
※ソーシャルディスタンスの確保、手洗い・消毒、水分補
給以外の飲食禁止、マスクの着用、検温の実施、ごみの
持ち帰りにご協力をお願いします。

どなたでも参加できますので
お気軽にご来場ください。
参加される方は受付をしていただくよう
お願いいたします。
受付時間は、午前10時45分までです。
※写真は2019年に開かれたふれあい広場の様子です

主催
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社会福祉法人愛川町社会福祉協議会

愛川町ボランティア連絡協議会

