
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

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

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
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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）
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あけましておめでとうございます。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
皆様におかれましては、穏やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、旧年中は、本会の活動

に対しまして温かいご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、今年の干支は、「壬寅（みずのえ・とら）」です。寅は、「決断力と才知」の象徴とされ、「壬寅」

は、厳しい寒さに耐えて春の芽吹きや胎動を促すとされています。今年こそは、コロナ禍を乗り越えて、新し
い生活様式の中、活気のある明るく希望に満ちた世の中になることを心より願っています。

昨年を顧みますと、地球規模でのコロナ禍にあって、国内では医療対策・感染拡大防止対策やワクチンの接
種が進み、感者数が減少に転じたとはいえ、社会や経済に与えた影響は大変大きいものがあります。

本会におきましても、緊急事態宣言により「ふくしあったかフェスタ」を２年続けて中止するに至りました
が、コロナ禍にあっても新たな社会福祉協議会事業や地域福祉の充実に向け鋭意取り組んでいます。

新規事業として、自家用車が運転できない高齢者世帯の皆様を対象にした買い物ツアーを企画し、１１月か
ら寄地区において試験的に運行しています。毎週火曜日の午後、行き先は渋沢方面と大井町方面です。使用す
る車の内部をオゾン消毒するなど、感染予防対策にも配慮しながら実施しています。

今後とも、本会の基本理念である「ふれあい・ささえあい・笑顔あふれる松田町」を目指し皆様方のお力添
えを賜りながら、職員一丸となって「共に生きる豊かな地域社会の実現」に努力して参る所存です。

一昨年より取り組んでおります「法人後見事業」に加え、総合相談、権利擁護のネットワークの充実・強化を期
して参ります。

皆様方には引き続きご支援とご協力を賜りますよう衷心よりお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。

新年の
ご挨拶

年頭にあたって年頭にあたって
社会福祉法人松田町社会福祉協議会　会長　田保夫

よしだ   やすお

日　時　３月１３日（日）午前１０時００分～
場　所　松田町健康福祉センター　２階　機能訓練室
その他　新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を施し、
　　　　被表彰者等・関係者、少人数での開催とします。

※被表彰者等・関係者の皆様には案内状をお送りします

松田町社会福祉協議会表彰式のお知らせ 「ふくしあったかフェスタ」開催中止のお知らせ
　例年３月に開催しております「ふくしあったかフェスタ」
につきましては、新型コロナウイルス感染拡大が完全には収
束されておらず、第６波が懸念されている状況を受け、皆様
の健康と安全を最優先に考慮し、やむなく中止とさせていた
だくことになりました。皆様には、何卒、ご理解いただきま
すようお願い申し上げます。
　なお、表彰式のみ、規模を縮小して、開催いたします。
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夢広場

社協まつだ

町社会福祉協議会では、高齢者や障がい者世帯を対象に、ゴミ出しや電球交換、移送サー
ビスの同乗などの生活支援を行っています。生活支援をお手伝いいただける「ささえあい
サービス」の協力員を募集しています。
松田町の地域のささえあいのために、ご参加をお待ちしております。
日時：令和４年３月２日（水）13：30～15：00
場所：松田町健康福祉センター２階機能訓練室
内容：（１）講義　「生活支援サ－ビスの現状について」
　　　　　講師　加藤昌之　氏（高崎経済大学　講師）　　
　　　（２）サ－ビス・活動の説明
対象：町内在住の方　　参加費 : 無料　

問合せ・申込み
町社会福祉協議会　℡０４６５－８２－０２９４

コーラスボランティア

レモングラスの皆様
永年の活動
ありがとうございました
　約20年間にわたり、コーラスの音楽ボラ
ンティアとして町社会福祉協議会に登録
し、グループ活動を続けてこられた「レモン
グラス」が解散し、活動を終了いたしまし
た。近隣の福祉施設や幼稚園、保育園などを
訪問し、長年にわたり多くの方に美しい歌
声と元気を与えてくださいました。

福島県の復興支援チャリティー事業

町屋ふたば会の皆様
おつかれさまでした

東日本大震災被災地である福島県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
リティー事業は、去る11月20日に町屋自治会地域集会施
設にて開催されました。今回で10回目という節目を迎え
られ、終了されることになりま
した。東北地方の特産品を多数
販売し、売上495,160円を福島
県の子ども支援活動のNPO法
人や施設、陸前高田市社協に寄
附されました。

少しのお時間を地域
の『ささえあい』にご協力ください

かとう　まさゆき



生活福祉資金貸付事業
「緊急小口資金（特例）」
「総合支援資金（特例）」
受付期間延長（令和4年3月まで）

　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
　　　　　 ℡８２－０２９４

〇街頭募金運動
（赤い羽根）
10月4日　社会福祉協議会
 7,100円
10月7日　しあわせサービスあしがら
 7,896円
（年末たすけあい）
12月３日　KOMNYすみれの家
 5,755円

〇職域募金
　松田町役場職員・議員ほか
 26,213円
　民生委員・児童委員
 4,600円

対　　象：介護の仕事未経験・未就労の方で、介護の資格
　　　　　未取得の方等
対象地域：南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、
　　　　　開成町
申込期間：令和３年12月1日（水）から令和４年１月14日（金）
申込方法：申込書を郵送またはＦＡＸ（チラシと申込書は
　　　　　各地域の社協窓口備え付け、または南足柄市社
　　　　　協ホームページでダウンロードできます）
定　　員：18名
場　　所：南足柄市りんどう会館
実施主体：神奈川県
運営主体：神奈川県社会福祉協議会
実施・問合せ・申込み：
　　　　　南足柄市社会福祉協議会 73-１５７５

※実施にあたり、コロナウイルス感染症対策を実施します。

　地域の事業所で活躍する現場のプロから、介護に関する基本的な知識や技術を学べます。介護の仕事に興味のある方、就職
を考えている方におすすめの講座です。全日程の研修終了者には県知事名入りの修了証が交付され、以後の資格取得研修が一
部免除になります。参加費は、無料。実際に介護の仕事につくための就労相談もあります。この機会にぜひご参加ください。

日　程 時　間 

① 2/19（土）

② 2/23（水・祝）

③ 2/26（土）

④ 3/ 5（土）

9：15～16：25

10：30～17：25

9：30～16：40

10：00～16：05

内容（概要）
開校式　基礎知識
介護の基本ほか

認知症の理解
基本的な介護の方法
障がいの理解　ふりかえり
就職ガイダンス　修了式ほか

認知症の理解
基本的な介護の方法

基本が学
べる！

　　 プロにもつ
ながる！ 介護に関する入門的研修

受講者募集

初心者向
け

参加費無
料 就職相談あ

り

皆様のご支援、
ご協力ありがとう
ございました。 神奈川県共同募金会会長感謝受賞

吉 崎 　なつき　さん
よしざき

椎 野 　 晃 一 　さん
 しいの 　 　 　 　こういち

令和３年度　神奈川県社会福祉協議会会長表彰受賞
おめでとうございます

おめでとうございます

（受賞者）
　　・ボランティア団体　松朗会
　　・ボランティア団体　さわやか
　　・ボランティア団体　さくら会
　　・松田町社会福祉協議会　小長谷　幸子

しょうろうかい

こながや ゆきこ

第４４回神奈川県福祉作文コンクール入選
おめでとうございます

ふるかわ そうすけ

優秀賞　　寄小学校　４年　古川　颯介　さん

　　題名「学校の福祉のじゅ業で学んだこと」

（３）令和4年１月１日発行
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社協まつだ

（敬称略）

新松田駅前
で実施



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！

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)

☎

（４） 令和4年１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

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

○新任　令和3年9月１日付

　我妻　幸子
○退職　令和3年１０月３１日付

　小長谷　幸子

あ   づま　　  こう  こ

こ   なが  や　　    ゆき　こ

（主任介護支援専門員）
職員の異動

善意の心をありがとう
（令和３年１２月１０日現在寄託分）
金員の寄託 氏　　　名（敬称略）

中村　尚子

匿名

小宮　照男

匿名

匿名

扶美吉会

レモングラス

鈴木　里美

町屋ふたば会

平原　有郎

なかむら　　たか  こ

 こ  みや　　てる  お

 

ふ　 み きち かい

すず  き　　 さと  み

まち  や　　　　　　 かい

ひらはら　　ゆうろう

100,000円、

100,000円

食料品

食料品

食料品

106,420円

27,800円

食料品ほか

93,139円

20,000円

飲み物ほか

成年後見制度講演会を開催します
日時：令和４年２月１６日（水）１４：００～１５：３０
場所：大井町生涯学習センター　ホール
内容：「成年後見制度の実際～社協が行う法人後見の意義について～」

講師：弁護士　内嶋順一氏（みなと横浜法律事務所）
対象：福祉関係者向け（興味があれば一般の方でも可）

うちじまじゅんいち

問合せ・申込み

大井町社会福祉協議会　電話：0465-84-3294
松田町社会福祉協議会　電話：0465-82-0294

「げんき号」寄 地 区 限 定

町社会福祉協議会では、11月より試験的に、寄地区在住の対象
の方に買い物支援サービスとして、買い物ツアーサービスを開始し
ました。第1、第 3火曜日は秦野市渋沢の「ヤオコー」ほかに、第2、
第4 火曜日は大井町のあしがらモールに自宅から店舗まで送迎し
ます。モールにはホームセンターや薬局、洋品店なども併設されて
おり、食料品のほかに日用品なども購入できます。また、購入品を
車や自宅の玄関まで職員が運び、利用者には大変喜ばれています。
また、外出支援や、利用者同士のコミュニケーションづくりの「居場
所」にもなり、介護予防としての効果もあります。
今後も感染症の予防に努めながら、利用者を拡大していきます。
付き添いのボランティアも募集して、住民活動としてのサービスに
もなるよう事業を推進して参ります。

買い物ツアーサービス
始まりました

付き添いボランティアも募集


