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会長退任のご挨拶

会長就任のご挨拶
すが

菅

や

谷

かず

一

お

謹 啓 盛夏の候、ますますご清祥のこととお慶び申
し上げます。
私こと、このたび６月２１日をもちまして、松田町社
会福祉協議会の会長を退任いたしました。
２期５年の在任中は、町民の皆様のご理解とご協力、
ご支援を賜り、心より感謝申し上げます。まだまだコロ
ナ禍のさ中にありますが、大過なく任期を務め得ました
こと、誠に有難く、重ねて御礼申し上げます。
人と人とのつながりを大切にし、生活支援など地域
ネットワークを活用した社会福祉協議会の果たすべき
役割は、今後ますます重要になると思っています。松
田町社会福祉協議会の更なる発展と充実を祈念して止
みません。
末筆ながら、町民の皆様のご健康とご多幸を心から
お祈り申し上げ、退任のご挨拶とさせていただきま
す。ありがとうございました。
謹 白
令和３年７月

フードドライブ事業へご協力のお願い
本社協では、生活困窮者向
けに食料品の支援を行ってい
ます。
ご家庭にご不要な食料品
（米・缶詰・レトルト食品・
調味料等で賞味期限が１カ月
以上のもの）がございました
ら、ぜひご提供ください。

よし

夫

株式会社
TEL
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筆 屋

やす

お

謹 啓 盛夏の候、ますますご清祥の
こととお慶び申し上げます。
私こと、このたび６月２２日をもちまして、松田町社
会福祉協議会の会長に就任いたしました。

５年振りではございますが、改めまして、地域福祉
の推進に向けて、最善の努力をいたす所存でございま
すので、どうぞ、宜しくお願い申し上げます。
社会福祉協議会には、生きづらさを抱えている人々
に寄り添う「個別支援」と、小地域福祉活動や生活支
援サービス体制の充実などに取り組む「地域支援」の
２つの機能があります。小規模な社協の特性を活かし
て、この２つの機能を一体的に推進し、福祉課題の解
決に向け、町行政や関係機関とともに、「ふれあい・
ささえあい・えがお あふれる松田町」を目指し、多
様な人々が共生する「ふくしのまちづくり」の一役を
担っていきたいと思います。
町民の皆様のより一層のご理解とご協力、ご支援を
賜りますよう、心よりお願い申し上げ、就任のご挨拶
とさせていただきます。
謹 白
令和３年７月

本会の役員、評議員につきましては、任期満了に
より、一斉改選となりました。
役員名簿、評議員名簿は、ホームページに掲載し
ました。ご覧ください。

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

だ

𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷

酒、食品、雑貨 宅配O.K.

ヨコヤマ

足柄上郡松田町松田惣領1845

TEL
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)

有

足柄地ビール

☎
ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町

足柄ハッピーモルト うめびあ
★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

社協まつだ

（２）

大規模な災害時には、地元の社会福祉協議会が
「災害ボランティアセンター」を設置し、運営し
ます。
本講座では、地域の皆様に「災害ボランティア
センタ－」の活動にご協力いただけるよう、「災害
ボランティアセンター」の基本的な運営や地域住
民との関わりを学び、今後の活動に繋げることを
目的に松田町社会福祉協議会と山北町社会福祉協
議会が共催で開催します。
興味・関心のある方、ぜひご参加ください！！！
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夢 広場
発行

松田町ボランティアセンター

ボランティアのご登録・お問い合せ

町社会福祉協議会

電話８２－０２９４

災害ボランティア講座のお知らせ
時

間

１３：３０～１３：４０
１３：４０～１４：２０

１４：２５～１５：１５
１５：１５～１５：２５
１５：２５～１５：３０

内
容
等
開 会
事務連絡（研修会の内容説明など）
（１）事例報告
「災害ボランティアセンターの運営と住民との関わり」
なかじまたかお

中島孝夫 氏(神奈川県共同募金会事務局長・災害支援プロジェクト会議メンバ－)
（２）グループワーク
「災害時に想定される災害ボランティアの活動について」
山北町・松田町に分かれ、グループワークをします。
質疑応答
閉 会

日時：令和３年８月２日
（月） １３時３０分 ～１５時３０分
会場：山北町健康福祉センター
（さくらの湯）２階会議室１・２・３
（住所：山北町山北 1971-2 ℡：0465-75-0822）

※ご参加いただける方は、７月２７日（月）までに

松田町社会福祉協議会 電話：８２－０２９４

担当：小嶋

山北町社会福祉協議会 電話：７５－１２９４

担当：穂坂・相原

定員：３０名（両町合わせて）

災害時のボランティア活動 ： 例

○ガレキのかたづけ、清掃
○避難所などでの見守り、物資の仕分け
○ボランティアセンタ－の運営補助

など

＊平常時にも研修や訓練への参加のご案内をいたします
～今年も「お弁当」をお届けします～

大 募 集
！

おうちで敬老サマー舌鼓
毎年恒例の町の給食ボランティアの方々ほかのご協力をいただい
て開催しておりました「サマ－舌鼓の会」
。
今年も、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に、地域の和菓子が付いて
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。
時：令和３年９月１５日（水）１１時３０分頃からお届けします
＊配達の都合上、お届けする時間が前後する場合があります
対象者：町内７５才以上の高齢者のみの世帯
参加費：無料
定 員：６０名（先着順で、定員になり次第締切と
させていただきます）

令和２年度

社協会費の活用内容と金額
皆様からの会費は、次のとおり活用させていただき
ました。
ご協力いただきありがとうございました。

事 業 名
企画広報事業
ボランティア活動事業
地域福祉推進事業
（小地域福祉活動助成金）
合
計

日

お問い合わせ・申し込み ▶ 町社会福祉協議会

地域福祉
推進事業
57%

会費支出
事業

電話０４６５－８２－０２９４

ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町

金
額
596,000
292,000
1,192,000
(789,750)
2,080,000

（単位：円）

企画広報事業
29%
ボランティア
活動事業
14%

社協まつだ

令和３年７月１日発行

令和２年度

（３）

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みを町
と連携して推進するため、下記の主な事業を行い
ました。

法人の運営
○理事会、評議員会、監査会などの開催ほか
〇広報紙「社協まつだ」の発行
○コロナ禍での町民ほかへの支援（町にマスク２万
枚、足柄上病院にマスク1,000枚ほか）

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、ボランティアへの支援（手話講座の
開催、災害ボランティアセンタ－体制整備や被災
地への支援など）
〇高齢者・障がい者・児童等の援護（おうちで敬老
サマー舌鼓、夏休み子ども会食会などの実施）
○福祉教育として車椅子などの体験学習の実施
○ふくしあったかフェスタの代替事業として、足柄
上病院職員、松田中学校３年生、ひとり親家庭へ
の支援事業の実施

福祉サービスの推進

決算の概要
収

入

87,854,888円

①会費

2,080,000円

一般会費 2,894世帯（3,432口）
賛助会費（団体会費含む）32件（118口+10,000円）

1,263,655円

②寄付金（８件）

③補助金・受託金・共同募金配分金
55,802,337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

3,309,199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介護保険事業

11,719,150円

居宅介護支援介護保険給付費収入ほか

⑥その他

13,680,547円

雑収入、配当金・繰越金

支

出

87,854,888円

①法人の運営

36,041,518円

事務運営費、理事会、評議員会ほか

○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、生活福祉資金（特例）の貸付や
フードドライブの実施

介護保険事業

②地域福祉の推進事業・
ボランティア活動の推進

3,266,964円

小地域福祉活動、高齢者・障がい者援護事業、
コロナ禍に伴う応援等各種代替事業ほか

③福祉サービス・権利擁護の推進
9,372,775円
ミニデイサービス、移送サービス、日常生活自
立支援、生活福祉資金貸付ほか

○居宅介護支援サービス

権利擁護の推進

④共同募金の推進

○判断能力が十分でない方の金銭管理や、福祉サー
ビスの相談援助の実施
○法人後見事業の立ち上げ
◯法人後見事業審査会の開催

年末たすけあい募金の配分、
被災地復興支援事業ほか

⑤介護保険事業

○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

19,558,899円

健康福祉センター指定管理費、
収益事業諸経費ほか

⑦次年度繰越金

公益事業・収益事業

12,131,614円

居宅介護支援サービス事業

⑥公益事業・収益事業

共同募金の推進

804,089円

○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

6,679,029円

社協まつだ

（４）

夏休みこども会食会参加者
・学習支援者募集
松田町社協では夏休みに、学習や食事などの支援とし
て、夏休みの期間中、
「こども会食会」
を実施します。
毎回、
ボランティアさんが昼食をたくさん手作りし、大学生ほ
かが夏休みの宿題のお手伝いをします。
送迎が必要な方は、社協で送迎も行いますのでご相談
ください。
同時に学習支援を担っていただく大学生も募集してお
ります。
ご協力をお願いします。
コロナ禍のため、
定員１５名とし感染予防に努めます。
実施日：令和３年７月２７日
（火）
・８月４日
（水）
・１１日
（水）
・１７日
（火）
・２４日
（火）
１０時３０分～１３時まで
参加費：一人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 電話８２－０２９４

令和３年７月１日発行

母子父子
（ひとり親）
日

社会見学参加者募集

時

生活用品・食料品等無料配布会を開催
コロナ禍により生活にお困りの世帯を対象に、生活用品や食料品の無料配布
を行います。あわせて、生活困窮に関する相談を受け付けます。
日
時：令和 3 年７月２５日（日）９時～１２時
場
所：町健康福祉センター正面玄関ホワイエ 相談は別室
対
象：松田町在住で新型コロナウイルスの影響により生活に困窮する世帯
配 布 数：５０セット（１世帯１セット）
申し込み：事前予約制で数量に達し次第終了。７月２３日（金）締め切り
※配布会に来所できない場合はお届け可
申し込み・お問い合わせ：町社会福祉協議会 電話 82-0294

生活福祉資金貸付事業

（富士急ハイランド日帰ツアー）

令和３年８月８日（日）
町健康福祉センター発 ７時３０分
解散１８時３０分頃
行
先 富士急ハイランド
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５０名
参 加 費 大人２，５００円 中高生２，０００円
４歳～小学生１，５００円
※昼食は各自お取りください。
※原則として保護者同伴でご参加ください。
申込締切 ７月２６日（月）
なお定員になり次第、
締め切ります。
申 込 先 町社会福祉協議会
電話８２－０２９４

・緊急小口資金
・総合支援資金（生活費）

新型コロナウイルス感染症の影響で、休業等により一時的な資金が必要な方及
び失業等により、生活の立て直しが必要な方への貸付を行います。
相談窓口：町社会福祉協議会 電話８２－０２９４

善意の心をありがとう
（令和３年６月１４日現在寄託分）

金員の寄託

氏

7,800円

匿名

3,100円

匿名

食料品ほか

名（敬称略）

えんめい じ

延命寺
なかむらたか こ

乾麺（うどん）

中村尚子

10,000円

平原有郎

ひらはらゆうろう

介護支援専門員（ケアマネージャー）募集
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（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：嘱託職員または非常勤職員 月給例：嘱託職員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
週20時間以上勤務 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：応相談 勤務時間：応相談、例：フルタイム 8時30分～17時15分（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3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：町社会福祉協議会採用担当 電話８２－０２９４

英会話教室
月謝

グループ（2～4名）
￥4,000
プライベート
￥10,000

伊藤

認知症対応型共同生活介護

セントケアホーム

あしがら

一緒に働くスタッフを
《ホームブログ》http://ameblo.jp/sck41/

潤

松田庶子1542－1
english-space123@outlook.jp

大募集中！

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★

あなたの街のでんきやさん

～少人数、お手頃月謝なので安心です～
講師

セントケア神奈川株式会社

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

ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町

