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　松田町社会福祉協議会ではボッチャセットの貸し出
しを随時行っています。さまざまな世代や障がい者の
方々も一緒に楽しく行うことができます。パラリン
ピックでも非常に盛り上がりを見せた競技です。
お気軽にお問い合わせください。

　令和４年４月より松田町社会福祉協
議会のインスタグラムの運用を開始し
ました。社協の日々の活動やイベント
案内など随時更新しております。
　是非フォロー宜しく
お願い致します。

問合せ　町社会福祉協議会　TEL 82ｰ0294
店屋場なごみの会では大いに盛り上がりました

インスタグラムの
運用を開始しました

夏休みこども会食会参加者募集
小学1年生
から中学3年生
まで対象

　町社協では、今年度も「夏休みこども会食会」を実施します。
ボランティアさんによる食事の提供、学生ボランティアによる宿題のお手伝い、
その他みんなで楽しめるゲームなどを企画しております。

実施日：令和４年７月２６日、８月２日、９日、１６日、２３日
（全５回）（いずれも火曜日）
時　間：１０時３０分～１３時３０分まで
定　員：各日３０名　　参加費：１回あたり１００円
場　所：松田町健康福祉センター３階入浴施設「休憩室」
＊また、当日の学生ボランティアも募集しております。
１日だけでも構いませんのでぜひご協力ください。

申込み・問合せ：町社会福祉協議会 0465-82-0294

誰でもでき、地域

 レクリエーション

   に最適です

ルールは
　 簡単！

ボッチャセットの貸し出しを行っています



発行　松田町ボランティアセンター

88

夢広場

ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町

令和4年７月１日発行（２） 社協まつだ

生活福祉資金特例貸付について
・緊急小口資金・総合支援資金（生活

費）の申請が 8 月末日まで受付が延長に
なりました。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実施します。
相談窓口：町社会福祉協議会　８２－０２９４

松田町地域づくり研修会
を行いました
　松田町・松田町社会福祉協議会の共催によ
る、地域づくりのための研修会を5月18日に
町生涯学習センター展示ホールで開催し、
50名の参加をいただきました。研究会で
は、高崎経済大学の加藤氏のお話と、大和市と
南足柄市の先進的な取り組みの事例報告があり
ました。地域の方々の「ささえあい」意識の醸
成やそのための「仕組みづくり」の必要性を理
解する上でとても参考になりました。

～ 少しの「お時間」と「元気」を地域のささえあいに～

活動の登録をお願いいたします
お気軽にお問合せ下さい

町社会福祉協議会の登録ボランティア活動の例
録音・点字活動…視覚障がい者の方への広報媒体の作成
手話サークル…聴覚障がい者の方との交流、手話の普及
車椅子ダンス・音楽・福祉施設への交流活動
子育て支援…町行事などでの一時預かり保育活動
ささえあい…ゴミ出し、電球交換、移動支援
災害支援…災害ボランティアセンターの運営補助

☆その他、様々な活動もあります
ご登録・お問合せ

町社会福祉協議会　電話82－0294
☆町社会福祉協議会の他にも下記の関係機関、団体で

活動登録を募集しています

松田町シルバー人材センター　電話82－4227
松田町地域包括支援センター　電話83－1191

成年後見制度に関する普及啓発や相談などに対応するため、足柄上地区１市５町（南足柄市・中井町・
大井町・松田町・山北町・開成町）が共同で「あしがら成年後見センター」を設置しました。

あしがら成年後見センターには、社会福祉士などの専門職を配置しており、より専門的な相談に対応す
るため、弁護士や司法書士と相談ができる体制も整えています。

町の相談窓口では、あしがら成年後見センターと連携して、よりきめ細かい相談業務が可能になりまし
た。次のようなお悩みがありましたら、まずは町の相談窓口にご相談ください。

・自分でお金の管理をするのが不安。
・福祉サービスを利用したいが、自分で契約ができない。
・成年後見制度の内容や、手続きの手順が知りたい。

あしがら成年後見センター

　町の相談窓口　町福祉課　TEL　83－1226
　町地域包括支援センター　TEL　83－1191
　松田町社会福祉協議会　　TEL　82－0294

あしがら成年後見センター
場所　りんどう会館（南足柄市社会福祉協議会内）
TEL　20-3715

フードドライブ事業
ご家庭にご不要な食料品（米、

缶詰、レトルト食品などで賞味期
限が２か月以上のもの）がござい
ましたら、ぜひご提供ください。
主に生活困窮者支援に活用させ
ていただきます。

それぞれのお話しでのポイントは
「自分ができることを楽しみながら行う」

を設置しました

か  とう
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社協まつだ

事業・決算の概要令和３年度

法人の運営
○理事会、評議員会、監査などの実施
〇広報紙「社協まつだ」の発行
○会費、寄託金品の増強活動

○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、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
○ひとり親家庭への支援事業の実施

地域福祉の推進・ボランティア活動の推進

○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、生活福祉資金（特例）の貸付や

フードドライブの実施
○買物ツアーの実施

福祉サービスの推進

○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
◯法人後見事業審査会の開催

権利擁護の推進

○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

共同募金の推進

○居宅介護支援サービス
介護保険事業

○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

公益事業・収益事業

収　入 95,182,606円
①会費

②寄付金

2,169,500円

612,559円

56,878,985円

3,654,320円

15,278,660円

16,588,582円

37,589,222円

3,773,996円

9,840,238円

1,692,289円

14,903,710円

22,215,455円

5,167,696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・繰越金ほか

支　出 95,182,606円
①法人の運営事業 

事務運営費、理事会、評議員会ほか
②地域福祉推進・広報・
　ボランティア事業  

小地域福祉活動、高齢者・障がい者・児童事業、
社協だより発行、ボランティア活動ほか

③福祉サービス・権利擁護
　の推進事業 

ミニデイサービス、移送サービス、生活支援、
日常生活自立支援、法人後見、生活福祉資金貸付事業ほか

④共同募金の推進事業 
年末たすけあいの配分、被災地復興支援事業

⑤居宅介護支援事業 
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。

一般会費　2,914世帯（3,347口）
賛助会費（団体会費含む）56件（162口+10,000円）

令和3年度社協会費の活用内容と金額

会費支出事業
皆様からの貴重な会費は、次のとおり活用させていただきました。ご協力ありがとうございました。

　　　事　業　名　　　　　 金　額（円）
企画広報事業 463,500
ボランティア活動事業 593,000
地域福祉推進事業 1,113,000
　（小地域福祉活動助成金） (775,500)
　　　合　　　計 2,169,500

地域福祉
推進事業
51%

企画広報事業
22%

ボランティア
活動事業
27%



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！

（４） 令和4年７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

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)

☎

善意の心をありがとう
（令和４年６月２１日現在寄託分）

生涯学習センターまつりのバザーにて
募金箱の募金をご寄付いただきました。

金員の寄託 氏　　　名（敬称略）

平原 有郎
ひらはら  ゆうろう　

20,000円

まつだスーパーキッズクラブ3,000円

参 加 者 大 募 集 ！

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

内　　 容 ： 1回/30分の施術 ※初回無料20分/の施術・相談
　　　　　　・マッサージ（痛みや筋肉の硬さ和らげます）
　　　　　　・トレーニング（体幹や筋力を鍛えます）
　　　　　　・コンディショニング（正しい姿勢づくりを補助します）
料金例① ： 健康保険適用の場合 1割負担 300円～500円
料金例② ： 保険適用外の場合 4000円/30分 延長10分/1000円
担　　 当 ： あん摩マッサージ指圧師（国家資格）
　　　　　　石黒 慶一（いしぐろ けいいち）
住　　 所 ： 松田町松田庶子1475（松田ゆいスポーツクラブ）

「ゆい訪問マッサージ」

電話受付：090-8008-0719

日常の身体動作、行動の悩みを解決するお手伝いします。
感 染 症 対 策 を し て ご 自 宅 に 伺 い ま す 。

松田町の自宅で安心・健康保険適用

～今年も「お弁当」を届けます～　

　毎年恒例で開催していました高齢者会食会「サマ－舌鼓の会」。今年につきましても新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、敬老の日の時期にあわせて各ご自宅に美味しいお弁当をお届けする「おうちでサマ－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、地元の素敵な和菓子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４年９月１４日（水）１１時３０分頃お届けします
 　　　　＊都合上、お時間が多少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　８０名（先着順で、定員になり次第締切とさせていただきます）

 問合せ・申込み　松田町社会福祉協議会　電話８２－０２９４
 申 込 み受 付 期 間　７月１１日（月）より申込みを受付いたします

営業時間：11：00 ～16：30（受付終了 15：30）
休 業 日：月曜日・火曜日（祝日の場合は営業し翌日休業）及び年末年始
料　　金：一般 400 円　
　　　　　町内 65 歳以上高齢者・障がい者 200 円
　　　　　※身分証明書等のご提示お願いいたします。
◎5 月から健楽の湯は、松田町寄の薪を使用しています
※現在、新型コロナウイルス感染症拡大対策のため、人数制限など行って
おります。ご理解の程お願いいたします。ご利用お待ちしております。

健楽の湯　電話 84-1196

松田町健康福祉センター ３階
入浴施設「健楽の湯」お知らせ

健康麻雀

0465-20-3481
おぎくぼクラブ

10時~16時
ど な た で も 参 加 で き ま す

無料体験会開催中無料体験会開催中

〒250-0042　小田原市荻窪362 第1オギクボビル202
（リーチ麻雀ワン･ツゥ･Go店内）


