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。

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.131

〒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

「捨てる」
から
「リサイクル」
へ

プラ・スプーンリサイクルプロジェクト
愛川町社会福祉協議会では、9月1日（木）から「プ

自主回収したスプーンは町内の障がい福祉サービス

ラ・スプーンリサイクルプロジェクト」の取り組みを

事業所「ここのわ愛川」
（愛川町角田839）で粉砕処理

始めました。

を行い、次に「ここのわ愛川」の母体である「都市環

このプロジェクトは、令和4年4月1日から「プラス

境サービス株式会社」
（愛川町中津6825）で新たなプ

チックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行

ラスチック製品の原材料として生まれ変わる流れとな

されたことに伴い、愛川町社会福祉協議会が運営する

ります。

売店「ふれあいショップ希望（のぞみ）
」で無料配布し

取り組みとしては「小さなこと」ではありますが、

ていたプラスチックスプーンを使用後にごみとして捨

SDGsの趣旨を踏まえ地球の未来のために環境問題解

てるのではなく、リサイクルに回そうというものです。

決の一助となれば、
と今後長く継続していく予定です。

「ふれあいショップ希望」は、平成29年8月1日に

また、再資源化のプロセスにおいて、町内の障がい

オープンした売店で、現在は本協議会が運営する就

福祉サービス事業所と連携を図ることで、共生社会の

労継続支援B型事業所の施設外就労の場であると同時

さらなる推進に向けた取り組みも進めていきます。

に、障がい者が日常的に販売に従事する姿を地域社会
に発信することにより地域共生社会の推進を目指す場
でもあります。
今回のプロジェクトでは、お弁当などの販売時にお
渡ししているプラスチックスプーンを10円で販売す
ることを基本とし、使用後の回収に協力いただける場
合は無料提供としました。（10円で販売した場合も廃
棄ではなくリユースを推奨しています。
）
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加入は地域の行政区役員へご連絡ください。

愛川町福祉表彰式

令和4年度

多年にわたる社会福祉への貢献等に対し表彰 26名 9団体
10月29日に愛川町役場で「愛川町福祉表彰式」

の発展や地域福祉の推進に尽力された方々へ表彰

福祉協議会）この表彰式では、障がいを乗り越え、

受賞された皆さんは、
次のとおりです。
（敬称略・

状及び、感謝状の贈呈を行いました。

が開催されました。
（主催／愛川町・愛川町社会

順不同）

就労に向け自立された方や永年にわたり社会福祉

◆自立更生表彰◆

福祉ポスター最優秀賞

高瀬由香

愛川町福祉表彰

◆福祉功労表彰◆
瀧本勝正

荻田桂子

村中智子

◆金品寄付◆
㈱シンクスコーポレーション
◆福祉作文最優秀賞◆
中山榎空（小学5年生）
◆福祉ポスター最優秀賞◆
豊島理沙（小学1年生）
北城結愛（小学6年生）

豊島 理沙（小学1年生）

北城 結愛（小学6年生）

保護司として7年以上在職

◆福祉功労者等表彰◆

洋

社協役員・評議員として7年以上在職
渡邊 基
社会福祉事業等施設従事功労者 7年以上在職
内藤 慶
渡邊晃二

河内一弘
鴨下 充

中屋洋平
下田 稔

新井京子
泰江千亜紀

奈良優弥
下鳥正人

伊藤俊司

金品等寄付
河内晴子
熊谷直丈
日本ゴルフ場企画㈱相模野カントリー倶楽部
日本発条労働組合厚木支部
国際ソロプチミスト愛川
三菱ふそう労働組合本社支部

◆善行者感謝◆

愛川町社会福祉協議会長表彰
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大貫

ボランティア活動
畑中明美
五味渕アイ子
見代和男
あいかわ町災害ボランティアネットワーク

山田カヅ子

金品等寄付
社団法人神奈川県信用組合協会・株式会社オリエントコーポレーション・相愛信用組合
愛甲商工会
株式会社スーパーアルプス

令和4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

会員の種別と会費

一般会員（世帯）

6,814口

5,000円

17口

賛助会員（世帯）

用させていただきます。

特別会員（企業等） 5,000円

特別会員（世帯）

1,000円

カナガワ㈱

NPO法人あいかわ工房

神奈川中央養鶏農業協同組合

愛川工業クラブ
愛川町商業振興協同組合
あいちゃん商店会

7,022口

115口
76口

会費納入額

3,995,950円

（令和4年10月31日現在）

社会福祉法人輝雲会 手まり学園

神奈川県内陸工業団地協同組合

電気興業㈱

㈱桂装

都市環境サービス㈱

㈱トーホー愛川工場

県央愛川農業協同組合

トヨタサービスセンター神奈川㈱

㈱愛川スズキ販売

国際ソロプチミスト愛川

愛甲商工会

公益財団法人相模メモリアルパーク

なかよし薬局愛川店

サンノー技研㈲

日本通信機㈱

昭和エーテル㈱愛川工場

㈲萩原不動産

愛川町電設協会

（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

会費数

数

500円

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

口

㈱アイシン建設
社会福祉法人フェルマータ 愛和の里

ＪＡデイサービスセンターあいかわ

ＡＧＣ㈱相模工場

㈲新住開発

一般社団法人厚木青色申告会愛川地区会
㈱アツギフードサービス

医療法人社団愛清 せせらぎ

北相貨物自動車協同組合

相愛信用組合

社会福祉法人愛川舜寿会 ミノワホーム

㈱大相模カントリークラブ

社会福祉法人愛伸会 志田山ホーム

㈱丹沢農場

一般財団法人繊維産業会

㈲オート企画野田春日台営業所

第一商事㈱

㈲岡崎製作所

㈲高峰精機

柏木電気㈱

寄託金品

㈱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㈱

医療法人社団関根医院

㈲インテリアコウノ

㈲梶石材店

日本発条㈱

西濃運輸㈱

池田鉄工㈱

㈱オチアイ

㈱ニチベイ

㈲酢屋商店

アルミ建材セイユ―

大貫繊維㈱

中村電設㈱

㈱桜建築事務所

㈱愛電社

大塚下団地共栄会

中村整形外科

NPO法人ここのわ

㈱三愛 ふれあい
㈱ミカワ

合同会社ホームケアふじ

㈱田中紙工
中央カンセー㈱
中央環境開発㈱

加入事業所数

71事業所

加入口数

76口

会費納入金額

380,000円

善意のご寄付ありがとうございました

令和4年4月1日～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

856,246円

⃝一ッ井・菅原婦人会
⃝相模野カントリー俱楽部
⃝かわせみＮ.Ｏ
⃝愛川町21会
⃝熊谷 直丈
⃝愛北会

寄付物品

⃝株式会社 スーパーアルプス
⃝柴嵜 藤江
⃝馬場 輝芳
⃝河内 晴子
⃝第一生命保険 株式会社 厚木支社 愛川営業オフィス
⃝愛川町商業振興協同組合

⃝日本発条労働組合 厚木支部
⃝三菱ふそう労働組合 本社支部
⃝匿名（2件）

プルタブ・古切手・ベルマーク・大人用紙おむつ・雑巾・食料品などをお寄せいただいた皆様

⃝匿名 16件
⃝一ッ井・菅原婦人会
⃝熊谷商事株式会社
⃝NPO法人 さがみ
⃝顕妙寺 壇信徒一同
⃝上家 怜
⃝かわせみN.O
⃝小原 千代美
⃝両向高砂会

⃝八木 久江
⃝瀬戸 尚子
⃝社会福祉法人愛伸会 志田山ホーム
⃝柴田 重伸
⃝白井 昭子
⃝井上 美惠子
⃝㈱悠煇 ドキわくランド愛川店
⃝㈱原島デンキ
⃝横田 重久

⃝髙橋 友子
⃝高周波工業㈱
⃝成井 美代子
⃝カナガワ株式会社
⃝神奈川県内陸工業団地協同組合
⃝奥山 雄晴
⃝斉藤 芳子
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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 電話 046-285-2111

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5年1月28日（土）午前10時〜午後3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

演

習 ●
 炊き出し訓練
●愛川町災害ボランティアセンターの運営訓練

講

義

容

●愛川町災害ボランティアセンターの理解

問い合わせ・申し込み

と
ちょこっ
ィア
ボランテ

令和元年度の様子

令和5年1月13日（金）までに町社協へお申し込みください

「収集ボランティア」
をご存じですか

どなたでも身近なところから、簡単で気軽に始められるボランティア活動です。
町社協では、ご寄付いただいた物品を町内、町外の団体へ配分し、活用させていただいています。

⃝古切手

町社協でお預かりしている物品

町外で必要としている施設に配分しています。
★令和3年度は障害者支援施設
お届けしました。

鎌倉清和園に

※切手を封筒からはがさず、周りを1㎝
程度残していただけると活用しやす
いので、ご協力をお願いします。

82

⃝ベルマーク

町内で収集活動をしている
学校へ配分しています。

町社協で配分している団体以外にも様々な団体で寄付物
品を募っていますので、活動をする前にご自身で調べてか
ら、活動に賛同できる団体に送付していただくこともお勧
めしています。
収集ボランティアについてご不明な点は、町社協あいか
わボランティアセンターまで問い合わせください。
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⃝プルタブ

集まったプルタブを換金して、町
の福祉のために活用しています。
★令和3年度にお預かりしたプルタブ
の換金額は8,624円でした。

★町 福祉センターホールにプルタブ
回収ボックスを設置しています。

⃝使用済みプリペイドカード
（テレホンカード等）

町外で必要としている団体に配分をしています。
★令和3年度はNPO法人誕生日ありがとう運動本部へ
配分しました。
※受け付けられないもの…
病院等のテレビカード、ゴルフ場、
パチンコ店のプリペイドカード

事業の紹介
参加者
募集

ミニデイサービス
在宅の高齢者を対象に家庭的な雰囲気の中

で、レクリエーションなどを通して、楽しい時

対象者

会

場

水曜日 半原老人福祉センター
金曜日 高峰老人福祉センター
※お住まいの地域によって参加できる会場が決まります。
※ご自宅から会場へ送迎いたします。

時

間

午前10時～午後3時

間を過ごしながら心身機能の維持、向上を図っ
ていただくことを目的としたサービスです。

出かける機会が少ない方、生活に楽しみを

作りたい方、ぜひご参加ください。

体験、見学も可能です。
ご連絡ください。

町内在住の65歳以上の高齢者で、出かける機会が少ない方
（介護保険の認定を受けている方（要支援または要介護）は
対象になりませんのでご了承ください。）

利用料金 1
 回のご利用料金…300円
昼食代………………500円
おやつ代……………100円
消耗品代…………1,000円（1ヶ月）

問合せ：内線3793

登録者
募集

配食サービス協力員（ボランティア）

外出が出来ない方の
調髪にご利用ください

町社協では、一人暮らし高齢者等で、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』の登録者を募集します。
活動日

月・水・金（祝日の場合は変更あり）

時

午後3時50分から5時頃まで

間

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。
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。

募集条件 お車の運転が可能な方
内

容

理髪サービス事業

利用料金

高齢者のお宅へお弁当を届けていただきます。

実施月

1回2,000円
3月、6月、9月、12月の年4回

※配 達する際は、協力いただく方の車を使用していただ
きますので、
少額の謝礼及び交通費をお支払いします。
※登 録をしていただいた方については、必要に応じて、
町社協より活動の依頼をさせていただきます。

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。

問合せ：内線3794

問合せ：内線3793

車椅子等で生活されている方の
自家用有償旅客

運送制度に基づ

き、公共交通機関
を利用することが

困難で、車いすや
ストレッチャーで

なければ移動が困難な障がい者や高齢者を対
象に、病院の通院等の外出を支援する移送サー
ビスを実施しています。

※利用には事前登録が必要です。詳しい内容
についてはお気軽に問い合わせください。

移送サービス事業

利用できる方

町内在住で次のいずれかに該当し

車椅子（またはストレッチャー）による移動が必要な方
①身体障害者手帳の交付を受けている方

②介護保険の認定を受けている方（要支援または要介護）

③精神障がい、知的障がい等の障がいにより単独での移動が困難な方
利用料金

・基本料金 初乗り2キロまで300円、以後1キロごとに50円加算
・その他、待機料金、迎車料金等が掛かる場合があります
・利用登録年会費1,000円
利用できる範囲

病院への通院、入退院・福祉施設の入退所・町役場での手続き等
問合せ：内線3794
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地域の集まりに
呼んでください！

社会福祉協議会の出前講座

町社協では、福祉について知るきっかけづくりとして、
地域の方向けに「出前講座」を行っています。
出前講座メニュー

❶社会福祉協議会ってなぁに？
社会福祉協議会の目指すもの、協議会の組織、機能、
事業内容、財政等について説明します。
❷あなたも高齢者体験！ ～シニア体験プログラム～
高齢に伴う障がいを疑似体験し、高齢社会を支える各世
代がどのような方法で高齢者に接することが必要なのかを
体験する講座です。
❸街で車いすの人にであったら ～車いすの介助方法～
車いすの介助の方法を学ぶとともに、車いす体験によっ
てバリアフリーを考える講座です。
❹やさしさを育む教室
育成会、子ども会など児童を対象に、福祉ビデオの上映、
講話などを行います。
❺自分らしい生き方、暮らし方を考える
「わたしのこれからノート書き方教室」
社会福祉協議会が作成したノートを使い、これまでの自
分を振り返り、反省点や楽しかった出来事を思い出しなが
ら、今後の生き方、暮らし方を考えるきっかけにしていた
だくための講座です。
自治会、育成会、老人会など、町内在住・在勤・
在学で10名以上の団体・グループでご利用い
ただけます。

利用料
無料

問合せ：内線3794 または、出前講座担当課
町教育委員会生涯学習課（285－6959）

利用者
募集

（高峰作業所 ）

愛川町ありんこ作業所

中津作業所・

愛川町ありんこ作業所（中津作業所・高峰作業所）では、
障害者総合支援法に基づき、就労することが困難な障が
い者等を対象に、就労継続支援B型事業を実施しています。
具体的には、作業訓練や社会生活適応訓練及び就労支
援等を行い、地域社会の一員として自立が図られるよう支
援をしています。
現在、ありんこ作業所では、利用者を募集しています。
訓練や活動の内容
●作業訓練
町内外の企業の協力を得て、作業訓練に取り組みながら、
集中力や持続力を身につけ作業能力の向上を図りながら、
仕事に対する意欲や自覚を育てます。
●社会生活適応訓練
研修旅行や遠足、料理教室等で基礎的な生
活習慣習得の指導を通して、社会生活への適
応に必要な訓練を行います。
●就労に向けた支援
職場実習の実施、求職情報の提供等で関係機関と連携
し支援を行います。
●創作活動
和太鼓演舞や体操等により創作活動の支援
を行います。
主たる対象者
通所時間
通所場所

知的障がい者

月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで

お住まいの地域で通所場所を決定します。

問合せ：内線3793

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

ヒートショックに 気を付けましょう
ヒートショックとは
暖かい部屋から寒い部屋への移動など急激な温度変化

寒暖差の激しい冬場の浴室は、ヒートショックによる、

で血圧が上下に大きく変動することで起こる、「めまい・

転倒・骨折、浴槽内での溺死などの死亡事故が高まり、

ブルの事です。

力の衰えた方、高血圧の方は十分に注意が必要です。

立ちくらみ、失神、脳梗塞や不整脈」などの体調のトラ

入浴時のヒートショックを防ぐために

交通事故の死者を上回ると言われています。高齢者や体

安全に入浴するために、以下の点に注意しましょう

入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう
（シャワーでお湯張り、浴槽のふたを開けておく、暖房器具を使うなど）
浴槽に浸かる前にかけ湯をして体を慣らしましょう
湯温は41℃以下、浸かる時間は10分までを目安にしましょう
浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう
食後すぐの入浴、アルコールが抜けていない状態、医薬品服用後の入浴は避けましょう
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