
あなたの街のでんきやさん

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！

松田本店：82-2351
大井店：83-3023
富水店：37-2321

酒、食品、雑貨　宅配O.K. ヨコヤマ
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★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

URL：http://www.asigarajibeer.com
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ひとり暮らし高齢者（８０歳以上）の方に
マスクをお届け、生活支援サ－ビス（緊急
ささえあいサービス）を実施

町民の皆さまの健康維持、生命を守ることを目的
に、自治会やボランティアのご協力により、町から
全町民に「マスク」が配布されました。このマスク
は、町と町社協が共同で１２万枚を用意したもので
す。５月１８日に町社協で準備した２万枚を本会、
菅谷一夫会長より本山博幸町長にお届けしました。

日々、過酷な環境のも
と、懸命に医療のためにご
尽力されている皆さまに
少しでもお力になれれば
と、町社協では足柄上病院
に４月２３日に予防衣、グ
ロ－ブ等を、また５月１２
日にはサ－ジカルマスク
１，０００枚を寄贈いたし
ました。

町社協では、緊急事態宣言の期間中の４月２２日～
２３日にわたり、町内の８０歳以上の一人暮らし高齢者
のご自宅を職員が訪問し、ＫＯＭＮＹすみれの家の手作り
マスクを配布し、併せて、緊急ささえあいサ－ビスの周
知を町民生委員児童委員協議会と連名で行いました。
緊急ささえあいサ－ビスは、

高齢者の外出自粛によるお困
りごとに応えて、町社協で買い
物の代行や、医療機関までの送
迎や薬の受け取り等を行うも
ので、見守りと生活支援を目的
に実施いたしました。

マスク２万枚を
町へお届けしました

足柄上病院へ
医療用資材を寄贈しました



ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町
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～少しのお時間を地域の　　　　　　　に～「ささえあい」
ささえあい協力員の活動

おうちで敬老サマー舌鼓

お問い合わせ・申し込み ▶ 町社会福祉協議会　電話０４６５－８２－０２９４

お問い合わせ・申し込み ▶ 町社会福祉協議会　電話０４６５－８２－０２９４

担い手の方を募集しています　お元気な高齢者も大歓迎！

発行　松田町ボランティアセンター
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夢広場

社協まつだ

町社協では「ささえあいサ－ビス」として、高齢者の日常的な生活支援サ－ビス（ゴミ出し、電球交換、外出支援
など）を行っています。その担い手（ささえあい協力員）となっていただける方を随時募集しています。
地域のささえあい活動にどうぞご協力ください。お待ちしております。

毎年恒例の松田ライオンズクラブ、㈱富士キッチン、町の給食ボランティアの方々のご協力をいただき開催して
おりました「サマ－舌鼓の会」。今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、敬老のお祝いとして皆さまのご
自宅に美味しいお弁当をお届けする「おうちで敬老サマ－舌鼓」を行います。
給食ボランティアさんの手作りのお弁当や、富士キッチンのデザ－ト、ライオンズクラブの杉山さんのお土産も

付いています。
数に限りがありますので、ぜひお早めにお申し込みください。

日　時 ： 令和２年９月１６日（水）１１時３０分頃からお届けします
　　　 　 ＊都合上、お時間が多少かかる場合があります
対象者 ： 町内７０才以上の高齢者のみの世帯
参加費 ： 無料
定　員 ： ５０名（先着順で、定員になり次第締切とさせていただきます）

布マスクをご寄付ください
（令和２年５月３１日現在寄託分）

善意の心を
　　　　ありがとう
金員の寄託 氏　　　名（敬称略）

匿名
とくめい

20,000円

ご家庭で使用しない未使用の布マスクがあ
りましたら、社協にご寄付をよろしくお願い
します。社会福祉施設等で活用させていただ
きます。

参加者大募集！
参加者大募集！

～今年は「お弁当」を届けます～
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ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町

事業・決算の概要令和元年度

法人の運営
○理事会、評議員会、苦情解決第三者委員会の
開催など

○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ドライブの実施

○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

○赤い羽根募金運動や、年末たすけあいの配分
などの実施

○居宅介護支援サービス

○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

○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
〇２市８町社協災害ボランティアセンタ－相互
支援協定の締結や、被災地への支援
○福祉教育として、施設体験や町内の小中学校
に手話、ミニデイサ－ビス交流、車椅子など
の体験学習の実施

地域福祉の推進・ボランティア活動の推進

福祉サービスの推進

権利擁護の推進

共同募金の推進

介護保険事業ほか

公益事業・収益事業

収　入 100,915,952円
①会費

②寄付金（16件）

2,644,000円

962,491円

55,178,594円

5,681,893円

11,178,680円

25,270,294円

44,819,383円

3,873,699円

7,928,901円

1,518,164円

17,232,586円

20,820,948円

4,722,271円

 

 

③補助金・受託金・共同募金配分金
 
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 
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介護保険事業
居宅介護支援介護保険給付費収入ほか

⑥その他 
雑収入、配当金・繰越金

支　出 100,915,952円
①法人の運営 
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 
小地域福祉活動、福祉教育事業、高齢者・障がい者・
児童事業、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
 
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、法人後見事業
設置検討ほか
④共同募金の推進 
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 
居宅介護支援サービス事業

⑥公益事業・収益事業
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 

事業の概要 決算の概要
□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、下記の主な
事業を行いました。 一般会費　2,930世帯（3,518口）

賛助会費（団体会費含む）162件（291口+12,000円）

社協まつだ



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)

☎

セントケア神奈川株式会社

セントケアホーム

あしがらあしがら
認知症対応型共同生活介護

 
 

《ホームブログ》http://ameblo.jp/sck41/  
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★

一緒に働くスタッフを

大募集中！

な暮らしのお手伝い
湯
多佳
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 筆 屋
TEL
FAX
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ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町

社協まつだ

マスク不足により、２月よりご寄付で頂いた生地を使用
し「手作り布マスク」を作り、販売を始めたところ、口コ
ミで購入希望があり、多くの方に購入していただきました。
また、篤志の皆さまにボランティアでマスク作りにご協力
いただきながら、２，０００枚以上製作しました。
障がい者と共に生きる社会をめざし、多くの方にＮＰＯ
法人ＫＯＭＮＹ「すみれの家」を知っていただく機会にもな
ると思います。現在も１枚２００円～３００円で大人用・
女性用・子ども用（低学年用・高学年用）とサイズや柄も色々
取り揃えておりますので、ぜひご購入ください。
問合わせ　KOMNY「すみれの家」０４６５－８３－７３９４

①介護支援専門員(ケアマネジャー)
職務内容　ケアプラン作成及びケアマネジメント 

要介護認定を受けられた方の在宅サービスのケアプラン作成とサービス利用
支援など、月３０件程度をご担当いただきます。(サービス提供地域：松田町)

資格・免許(必須)　介護支援専門員(主任介護支援専門員なお可)、普通自動車運転免許
待　　遇　嘱託職員　月給　22～25万円（賞与有り）　休日　土・日・祝、年末年始
　　　　　年次休暇　本会規程による
　　　　　健康保険・労災保険・雇用保険等完備、主任介護支援専門員手当別途支給
勤務形態　常勤フルタイム　勤務時間　8:30～17:15(休憩60分)

雇用期間　採用後から令和3年3月31日まで(原則、次年度更新) 
採用時期　応相談 　採用人数　若干名 　選考日時　随時 　試験内容　面接 
申込み方法　電話にて直接、採用担当へお申し込みください。 
受付期間　令和2年8月31日まで　応募状況により途中で受付を終了することがあります。
 申込み・問い合わせ先　松田町社会福祉協議会 採用担当(電話:0465-82-0294) 

②相談担当職員
職務内容　日常生活自立支援事業等の相談対応とその事務 
　　　　　日常生活における金銭管理及び福祉サービス利用支援など
資格・免許　社会福祉士(取得見込み可)・普通自動車運転免許(必須)
待　　遇　非常勤職員　時給　1,020円～1,200円　労災保険・雇用保険等完備
勤務形態　勤務日数:週3～4日(応相談) 　勤務時間　応相談

http://matsudasyakyo.or.jp/
～ご活用ください～

ホームページをリニューアルいたしました。

ＫＯＭ
ＮＹすみれの家

手作りマスク
　　　 販売中

夏休みこども会食会
参加者募集　　　　全４回

松田町社協では、ひとり親世帯や支援の必要な
お子さんへ食事などを提供する機会として、夏休
みの期間中、「こども会食会」を開催します。
送迎が必要な方には、送迎も行い　　　　

ます。ご参加ください。

実施日：令和２年８月５日（水）・７日（金）
　　　　１２日（水）・１４日（金）
　　　　午前１０時３０分から午後１時まで
　　　　１人１００円（昼食代）
場　所：町健康福祉センター　２階機能訓練室
問合せ：町社会福祉協議会　℡８２－０２９４

職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
共
通
事
項

母子父子家庭社会見学会
延期のお知らせ　
毎年、夏休みに開催
しておりましたが、新
型コロナウイルス感染
拡大防止のため、今年
度は11月頃に延期とい
たします。10月号の社
協だよりにて募集する
予定です。

夏休みイベントの
中止のお知らせ

【小学生向け】
サマーふれあいスクール
【中高生向け】
夏休み施設体験学習
につきましては、新型
コロナウィルス感染拡
大防止のため、今年度
の開催を中止といたし
ます。ご理解ください。
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