
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)

☎

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

有 足柄地ビール足柄地ビール
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

英 会 話 教 室

～少人数、お手頃月謝なので安心です～

松田庶子1542－1/TEL.0465-83-1605
　　english-space123@outlook.jp

月謝　グループ（2～4名） ￥4,000
　　　プライベート ￥10,000

講師　伊藤　潤

ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町

発行　社会福祉法人松田町社会福祉協議会
〒258ｰ0003　松田町松田惣領17ｰ2（健康福祉センター内）

☎
ワのフクシ
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今年も多くの方々のご協力で、コロナ禍の中ですが、
無事に会食会ができました。8月初旬に緊急事態宣言が発
令されたため、事業内容を会食会から配食に切り替え
て、ご自宅まで職員がお弁当を届けました。
会食会には、小学校1年生から高校3年生までの約20人

の子どもが参加し、大学生が勉強を教えてくれました。
毎年、朝ドレファーミ成田店のご協力で、野菜を提供

していただき、3団体のボランティア（さわやか・ふたば
会・民生委員／児童委員）がメニューを考え、調理した
ものが供され、子どもたちからも大変喜ばれました。
また、町民の方から善意で、会食会にとご寄付をいただ

き、お菓子やスイカを購入することができました。

夏休み子ども会食会

１０月１日～ 共 同 募 金 運 動 が 始まります！
～皆さまの温かいご支援とご協力をお願いいたします～

〇戸別募金：各世帯、自治会を通じてお願いしております。
〇街頭募金：次の日程で街頭募金を行います。
　（赤い羽根共同募金）
　１０月１日（金）午前11時～正午　すみれの家
　１０月４日（月）午前10時30分～11時30分　社協職員
　１０月７日（木）午前11時～正午　しあわせサービスあしがら
　（年末たすけあい募金）
　１２月３日（金）午前11時～正午　すみれの家　
　実施場所：新松田駅前

〇募金箱設置協力先（敬省略）
　町公共施設、松田警察署など
〇ガチャガチャ募金
　町健康福祉センター１階に常設しています。
　※共同募金のグッズを多数
　　ご用意しています。
　※別途、共同募金の「まつだ
　　だより」もご覧ください。

朝ドレファーミ成田店にて食材の提供

食事の風景 お弁当をお届け 学習風景 ボランティアさんの
手作り

（４） 令和3年１０月１日発行

ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町

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

社協まつだ

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！

東日本大震災被災地の復興支援事業として、毎年恒例となっていました、町
屋ふたば会によるチャリティー事業。昨年はコロナ禍により中止となりました
が、今年は10回目という節目でもあり、感染防止対策をとり、規模を縮小して
実施します。当日は東北地方の「いか煎餅」や特産品を多数販売し、売上は東日
本大震災の被災地に寄附されます。

日　時：令和 3 年 11 月 20 日 ( 土 ) 午前 10 時から
会　場：町屋自治会地域集会施設
その他：ご来場の際は、マスク着用でお越しください

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

町屋ふたば会 チャリティー販売会を開催
被災地復興支援

11月20日(土)

善意の心をありがとう
（令和３年９月６日現在寄託分）

金員の寄託 氏　　　名（敬称略）

匿名

匿名

尾登幸子

かながわ西湘農業協同組合

一般社団法人 足柄歯科医師会

おのぼりさち こ

　　　　　　　せいしょうのうぎょうきょうどうくみあい

　　　　　　　　　　 あしがらし  か  い し かい

食料品ほか

乾麺（そうめん）

オムツほか

タオルほか

80,000円

１．募集職種、採用人員、職務内容
総合職（正規職員）１名　　＜採用予定日　令和４年４月１日＞
主な職務：法人運営、地域福祉、相談支援に関する業務（詳細はホ－ムぺ－ジ）

２．受験資格　以下①～③すべてを満たす方
①昭和６２年４月２日以降に生まれ、令和４年４月１日現在で３５

歳未満の方
②４年制大学を卒業後３年以内、または卒業見込みの方。または同

程度の学力を有する方
※社会福祉主事任用資格者（取得見込み可）、社会福祉士資格者

( または受験資格を有する方 ) 尚可
③普通自動車運転免許：ＡＴ限定可

３．試験内容

４．申込み期間
　　令和３年 10 月 4 日（月） ～ 令和３年 11 月 12 日（金）※必着

５．応募方法 
応募書類、提出方法、注意事項等詳細はホ－ムぺ－ジをご覧ください
※応募書類は返却しません。本会にて処理いたします。

６．応募書類送付先・問合せ
〒258-0003　神奈川県足柄上郡松田町松田惣領１７－２
　　　　　　　松田町健康福祉センタ－内
社会福祉法人松田町社会福祉協議会　事務局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　人事担当（採用試験担当）
電話：０４６５ー８２ー０２９４
　　　（受付時間は 8 時 30 分～ 12 時、13 時～ 17 時 15 分です。）
※封筒の表に朱書きで、「令和３年度職員採用試験応募書類在中」

と明記してください。
※試験・面接は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行った

うえで実施します。
試験概要・応募方法・勤務条件等詳細はホームページにてご確認く
ださい。
松田町社会福祉協議会ホームページ URL
　　http://matsudasyakyo.or.jp/

社会福祉法人 松田町社会福祉協議会職員の募集
松田町の地域福祉のための人材を求めています。ご応募をお待ちしています

試　験
書類選考
１次選考
２次選考

　　 試験科目

筆記・作文・個別面接
個別面接

　　　　　　試験日等
令和３年11月24日（水）までに合否を文書にて通知
書類選考合格者に通知（12月中旬を予定）
1次選考合格者に通知（1月中旬を予定）

令和４年４月１日採用予定

町社協では、住民主体による安心して暮らせる地域社会を目指し、皆さまか
らの会費を貴重な財源として、さまざまな福祉活動（ボランティア活動、障がい
者等支援事業、福祉教育事業など）を展開しています。「皆で育てる福祉のまち
づくり」のために、年間を通じて会費の受入をしていますので、引き続き会費の
納入にご協力をお願いいたします。

また、自治会に未加入の方も、是非ご加入くださるようお願いいたします。

　 会　　費
　〇一般会費（一般世帯　年額１口　５００円）
　　※自治会を通じてお願いさせていただいています
　〇賛助会費（企業・商店・個人等）　年額 1 口　3，000 円

問合せ　町社会福祉協議会　電話 82-0294

町社会福祉協議会会費納入のお願いと会員募集



町内７５歳以上の高齢者のみの世帯を対象とした毎年
恒例の会食会「サマー舌鼓の会」。今年も新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、会食会ではなく、ご自宅にお
弁当をお届けする「おうちで敬老サマ－舌鼓」を９月１５
日に実施しました。給食ボランティア「さわやか」様のご
協力を得て、ボランティアの方々による小豆ごはんやサケ
の西京焼きといったお弁当、宇佐美製菓の和菓子を８０
名の高齢者のご自宅にお届けしました。

コロナ禍による生活にお困りの世帯を対象に、７月２５日（日）に配布
会を実施しました。事前予約のあった３２世帯の方々に、インスタント
食品やレトルト食品、麺類、お菓子、調味料などの食品、また、洗濯用洗
剤、下着や紙おむつなどの生活用品をお配りしました。

おうちで敬老サマ－舌鼓 実施 ～今年もお弁当を
　　　　お届けしました～

生活用品・食料品等無料配布会

（３）令和3年１０月１日発行

ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町

社協まつだ

ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町

（２）令和3年１０月１日発行

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

さまざまな事情から家庭で生活がで
きない子どもたち。

里親制度はそういった子どもたちを
温かな愛情と理解をもって育てる制度
です。

施設で生活する子どもたちに家庭体
験を目的とした活動もあります。

手話をはじめて学ぶ方のための入門講座を開催します。
楽しくゆっくり手話の基本を学んでいきます。

「手話」に興味のある方、まったく経験のない方など、どなたで
も受講できます。この機会にお気軽に、ぜひご参加ください。

① 令和３年１０月２０日（水）
② 令和３月１０日２７日（水）

③ 令和３年１１月１０日（水）
④ 令和３年１１月１７日（水）
⑤ 令和３年１１月２４日（水）
⑥ 令和３年１２月 １日（水）

松田町役場
１階 AB 会議室

松田町生涯学習センタ－
３階大会議室

時間 １０:００～１１:３０（全６日間コース）

手話入門講座のご案内

お気 軽
に ご 参 加くだ さ い！

主　　催　松田町社会福祉協議会
協　　力　松田町手話サ－クル　さくら会
　　　　　足柄上郡ろうあ福祉協会
　　　　　松田町福祉課
講　　師　神奈川県手話通訳者
参 加 費　無料
対象・定員　県西地域 2 市 8 町在住、在勤の方　15 名
そ の 他　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　　　　　マスクの着用、手洗い、会場での手指消毒、
　　　　　検温、換気等にご協力をお願いいたします。

１０月１５日（金）までに下記へお申込みください。
☆町社会福祉協議会　電話 0465－82－0294

 問合せ・申込み

お気軽にご相談ください
児童養護施設　箱根恵明学園

℡ 0460-82-2861
小 田 原 児 童 相 談 所

電話 0465-32-8000(代)

問合せ

■里親講座のお知らせ■
日　時：令和３年10月1３日（水）10:00～12:00
場　所：小田原市合同庁舎　２DE会議室
内　容：①里親制度説明　②施設で生活する子どもたちについて　③里親体験談
申込み：小田原児童相談所　里親担当まで　　電話 0465-32-8000（代）

こどもたちの
しあわせのために ～里親制度をご存知ですか～


