第134号
７月1日発行
発行

社会福祉法人松田町社会福祉協議会

〒258-0003 松田町松田惣領17-2（健康福祉センター内）

高齢者
小学生

ワのフクシ

☎ 0465-82-0294 FAX 0465-82-9241
http://www.matsudasyakyo.or.jp

サマーふれあいスクール 参加者募集

高齢者と小学生との世代間交流会を行います。
和紙を使った小物づくりやカレーづくり、スイカ割
り等の遊びをとおして、人を思いやる心を身につけて
もらうことを目的に行います。
ぜひ、夏休みの思い出づくりとしてご参加ください。
●日 時●７月30日（火）9：30～14：00
●場 所●町健康福祉センター ２階機能訓練室
●対象者●町内在住の小学生（５・６年生）
高齢者（70歳以上）
●参加費●無料

※寄小は４・５・６年生

夏休みふくし体験教室
開催します
さまざまな体験をとおして福祉やボラン
ティア活動について学んでみませんか。
多くの方のご来場をお待ちしております。
夏休みの自由研究にもオススメです。
●日時●８月７日（水）10：00～14：30
●場所●町健康福祉センター
主な内容

高齢者擬似体験、点字体験、手話
体験、録音活動体験など

※寄地区の方は自宅まで町社協にて送迎します。
お問い合わせ・申込み
町社会福祉協議会 TEL０４６５ー８２−０２９４

※申込みは不要です。

セントケア神奈川株式会社
認知症対応型共同生活介護

セントケアホーム

あしがら
神奈川県足柄上郡松田町松田庶子373-1
TEL 0465-85-1071
FAX 0465-85-1072
《ホームブログ》http://ameblo.jp/sck41/

 祉車両試乗、誘導・アイマスク
福
体験、認知症ミニ講座、車椅子・

一緒に働くスタッフを

大募集中！

多佳 な暮らしのお手伝い
湯 プロパンガス・白灯油・雑貨
バスタブ・ボイラー・システムキッチン

株式会社
〒258-0003

ご見学・ご相談随時承っております。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい★

ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町

筆 屋

TEL 0465(83)0100
FAX 0465(82)0100

令和元年７月１日発行
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ボランティア活動をしてみませんか

76

町社会福祉協議会では、福祉のボランティアの総合的な窓口の「松田町ボラン
ティアセンタ−」として、ボランティアについての相談や、情報提供、活動への支

ซ

給食

……… デイサ−ビスのお弁当づくり、会食会の協力など

食生活改善の活動 ……… 町の食生活改善に関する事業への協力
録音・点字
……… 視覚障がい者の方への広報の活動
手話
……… 聴覚障がい者の方との交流、普及活動

車椅子ダンス・音楽 …… 福祉施設への訪問や高齢者、障がい者の方との交流
子育て支援
……… 町行事などでの保育活動（一時預かり）
高齢者施設での活動 …… 施設の清掃や衣類などの補修
災害支援

松田町ボランティアセンターー
ー

町社協の登録ボランティア活動の例

発行

援を行っています。「こんなボランティアがしてみたい」「ボランティアがしたい
けど、どうしたらよいか」など、お気軽にご相談ください。

܊
ट

……… 被災地での活動、災害ボランティアセンタ−の補助

・その他さまざまなボランティア活動もあります
○ボランティア保険も取り扱っています
給食ボランティア

毎年恒例！

録音ボランティア

高齢者世帯

会食会

サマ－舌鼓の会

参加者募集

高齢者世帯を対象とした会食会「サマ−舌鼓の会」を

今年も開催します。美味しい昼食に舌鼓を打ち、元気に
夏を乗り越えましょう。
日 時
場 所
対 象
参加費

：
：
：
：

８月１９日（月）正午～
町健康福祉センタ−３階休憩室
町内在住で７０才以上の高齢者のみの世帯
無料

定 員 ： ６０名（先着順）
その他 ： ご相談により送迎可

お問い合わせ・申し込み ▶ 町社会福祉協議会

電話０４６５−８２−０２９４

ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町

昨年の様子
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平成30年度

事業・決算の概要

事業の概要
□住み慣れた地域でだれもが安心して自分らしく
暮らせるという地域福祉の実現に向けた取組を
町と連携して推進するため、「地域福祉活動計
画」を改定したほか、第２０回ふくしあったか
フェスタや下記の主な事業を行いました。

法人の運営

○理事会、評議員会の開催や、ふれあい計画の改
定など

地域福祉の推進・ボランティア活動の推進

○自治会の小地域福祉活動、地域の茶の間活動へ
の支援
○生活支援コーディネーターの活動
○当事者団体への支援、高齢者、障がい者、児童
等への交流事業や援護事業の実施
○手話や災害など各種ボランティア講座や研修の
開催
○福祉教育として、施設体験や町内の小中学校に
手話、点字、車椅子などの体験学習の実施

福祉サービスの推進

○車椅子の貸し出しや、病院への送迎、ミニデイ
サービスの実施
○ささえあいサービスの実施
○緊急生活資金の貸付やフードバンクの実施

権利擁護の推進

○判断能力の不充分な方の金銭管理や、福祉サー
ビスの相談援助の実施
○法人後見事業設置の検討

共同募金の推進

○赤い羽根募金運動や、年末たすけあい募金の配
分などの実施

決算の概要
収

入

112,805,838円

①会費2,714,500円
一般会費3,019世帯（3,623口）
賛助会費（団体会費含む）169件（297口ほか）

②寄付金17件

1,875,889円

③補助金・受託金・共同募金配分金

58,004,876円
町、県社会福祉協議会、県共同募金会から

④事業収入・負担金

5,873,655円

入浴料、ミニデイサービス等事業負担金、自動販
売機等売上金ほか

⑤介護保険・障害福祉事業29,975,071円
介護保険事業収入ほか

⑥その他

14,361,847円

雑収入、配当金・繰越金

支

出

112,805,838円

①法人の運営

40,888,193円

事務運営費、理事会、評議員会ほか

②地域福祉の推進事業・
ボランティア活動の推進

4,148,948円

小地域福祉活動、福祉教育事業、高齢者・障がい
者・児童事業、ふくしあったかフェスタ、手話等
ボランティア講座・研修ほか

③福祉サービス・権利擁護の推進

8,306,538円
ミニデイサービス、移送サービス、日常生活自立
支援事業、生活福祉資金貸付事業ほか

④共同募金の推進

1,386,763円

年末たすけあいの配分、被災地復興支援事業

⑤介護保険事業28,632,622円
訪問介護サービス、居宅介護支援サービス事業

⑥公益事業・収益事業20,949,407円

介護保険事業ほか

○訪問介護サービス、居宅介護支援サービス
○障害福祉サービス（居宅介護〔ホームヘルプ 〕 ）

健康福祉センター指定管理費、収益事業諸経費

⑦次年度繰越金

公益事業・収益事業

○松田町健康福祉センターの管理受託、赤い羽根
共同募金にかかる自動販売機等の設置など
ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町

8,493,367円
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A 夏休み施設体験学習
施
高齢者施設
※送迎あり

障がい者施設
児童施設

設

高校生・中学生の参加者募集！

名

日

時

募集人数

特別養護老人ホ－ム
レストフルヴィレッジ（松田町）

７月３１日（水）

１０時～１５時３０分

７名

特別養護老人ホ－ム
草の家（南足柄市）

８月６日（火）

１０時～１５時３０分

７名

ＫＯＭＮＹ（すみれの家）（松田町） ７月２４日（水）～８月２３日（金） １０時～１５時３０分 １日２名
の期間内の受け入れ
コスモス学園松田センター（松田町） （土日祝日、お盆休み等除く）
９時～１６時
１日２名
７月３０日（火）、
８月１日（木）、８月２日（金）

松田さくら保育園（松田町）

９時～１６時

１日３名

対 象：高校生・中学生（先着順）
参加費：無料
締 切：７月１２日（金）
その他：事前説明会を７月１８日（木）１６時より町社会福祉協議会にて行います。申込みされた方は必ずご出席
ください。

B 夏休みこども会食会
参加者募集（全５回）

C 母子父子（ひとり親）社会見学
参加者募集

松田町社協では夏休みに生活困窮世帯のお子さん
などの食事の支援として、夏休みの期間中、週１回
程度で「こども会食会」を実施します。
必要な方は、送迎も行いますのでご相談くださ
い。
日 時：７月２２日（月）・２９日（月）
８月５日（月）・１９日（月）・２６日（月）
１０時〜13時
場 所：町健康福祉センター １階喫茶室

日

A・B・C共通 … 申し込み・お問い合わせ

時：８月４日（日）
町健康福祉センター発 7時／解散 20時30分頃
行 先：東京ディズニーランド
対象者：町内在住の母子または父子（ひとり親）家庭の方
定 員：先着４０名
参加費：大人４，０００円 中高生３，０００円
４歳～小学生２，０００円
※原則として保護者同伴での参加となります。
なお定員になり次第、締め切りとなります。
町社会福祉協議会

お知らせコーナー
７月５日（金）
１２日（金）
３０日（火）

３１日（水）
８月１日（木）
２日（金）
４日（日）
６日（火）
７日（水）
１９日（月）
９月１４日（土）

寄幼稚園世代間交流会（ミニデイサービス）
松田小学校世代間交流会（ミニデイサービス）
高齢者と小学生サマーふれあいスクール
（町健康福祉センター）
夏休み施設体験学習（さくら保育園）
夏休み施設体験学習（レストフルヴィレッジ）
夏休み施設体験学習（さくら保育園）
夏休み施設体験学習（さくら保育園）
母子父子社会見学（東京ディズニーランド）
夏休み施設体験学習（草の家）
夏休みふくし体験教室（町健康福祉センター）
サマー舌鼓の会（町健康福祉センター）
松田町敬老会
酒、食品、雑貨 宅配O.K.

☎０４６５－８２－０２９４

菅谷会長が再任されました
社協役員の任期満了
に伴う役職改選により
理事会にて菅谷一夫氏
が会長に再任されまし
た。今後ともよろしく
お願いいたします。

善意の心をありがとう

（令和元年５月31日現在寄託分）

金員の寄託

ヨコヤマ

５１，０７１円
1,000円

氏
名（敬称略）
第３３回町民ゴルフ大会参加者
一同
匿名

あなたの街のでんきやさん

足柄上郡松田町松田惣領1845

生花部、葬祭事業部
駐輪場事業部
ビル管理事業部
造園コンサルタント(一般土木施行管理士)
松田町松田庶子1513

☎0465(82)0820

TEL 0465(83)1515
FAX 0465(83)6565
(有)
(有) 足 柄 地 ビ ー ル

足柄ハッピーモルト うめびあ

家電・リフォームの事など、
おうちの気になる事
何でもおまかせください！

★神奈川県知事賞受賞★

足柄ハッピーモルト アシガリアンエール
〒258-0003 足柄上郡松田町松田惣領1853
TEL 0465-83-8555
URL：http://www.asigarajibeer.com

ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町

松田本店：82-2351
大井店：83-3023
富水店：37-2321

