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夏休み子ども会食会２０２２

朝ドレファーミ成田店からの食材の提供
食事の風景

今年も多くの方々のご協力により、５回にわたり子ども会
食会が実施できました。7月下旬よりコロナ感染者増により、
会食会からお弁当配付に切り替えて実施しました。
会食会には、小学校1年生から高校3年生までの子どもが参
加、午前中の学習タイムは、大学生ボランティア8名によって
一人ひとりの勉強をみていただきました。
毎回、朝ドレファ～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）の方々がメニューを考え、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。

学習風景

んの手作り弁当
ボランティアさ

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～

共同募金
実施場所：新松田駅前
〇戸別募金：各世帯、自治会を通じてお願いしております。 〇募金箱設置協力先（敬省略）：町公共施設、松田警察署など
〇街頭募金：次の日程で街頭募金を行います。
〇ガチャガチャ募金：町健康福祉センター１階に常設
（赤い羽根共同募金）
しております。
令和４年１０月３日（月）１０時３０分～１１時３０分
※共同募金のグッズを多数ご用意しています。
１０月７日（金）１１時００分～１２時００分
※別途、共同募金の「まつだだより」もご覧
（年末たすけあい募金）
ください。
令和４年１２月２日（金）１１時００分～１２時００分

Wine&Foods
ヨコヤマ

セントケア神奈川株式会社
認知症対応型共同生活介護

セントケアホーム

足柄上郡松田町寄 470-1
TEL/0465(46)7515
配達承ります

あしがら

一緒に働くスタッフを

TEL/0465-20-6355

《ホームブログ》http://ameblo.jp/sck41/

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★

ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町

社協まつだ

（２）

参 加 く だ さ い！
軽にご
気
お
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夢 広場
手話入門講座 のご案内

発行

主

手話をはじめて学ぶ方のための入門講座を開催します。
協
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。 講

時間 １０:００～１１:３０（全６日間コース）
①
②
③
④
⑤
⑥

催
力

師
参 加 費
対象・定員
そ の 他

松田町ボランティアセンター

松田町社会福祉協議会
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
神奈川県手話通訳者
無料
県西地域 2 市 8 町在住、在勤の方 15 名
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。

令和４年１１月 ２日
（水）
令和４月１１日 ９日
（水）
会場
令和４年１１月１６日
（水）
松田町生涯学習センタ－３階
問合せ・申込み
令和４年１１月３０日
（水）
大会議室
令和４年１２月 ７日
（水）
１０月２１日
（金）
までに下記へお申込みください。
令和４年１２月１４日
（水）
☆町社会福祉協議会 電話 0465－82－0294

2回
松田町地域づくり研修会
第

を行いました

去る5月18日に実施いたしました研修会の第2弾として、
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9月7日に開催し、４７名の参加をいただきま
した。町生涯学習センター展示ホールを会場に、第1回に続き、
高崎経済大学の加藤先生をアドバイザーに招き、松田町の生
活支援サービスについて各事業者による紹介と、参加者によ
るグループワークを行いました。
グループワークでは
「自分が楽しみながらできる活動など」
をテーマとして、熱心な議論が交わされました。

ボランティアグループ「 ふ た ば 会」 が社協に登録
この度、松田町社協のボランティア登録団体として
「ふたば会」
が登録していただきました。会の発足と活動の契機としては、東日
本大震災で被災地支援としてのチャリティーバザーを企画、町屋自
治会を中心とした有志の方による活動を通じて福島県の被災した
施設などへ寄付を行ってきました。その後、10年を節目に活動の
内容を新たにし、社協事業である
「子ども会食会」
の食事作り等に
協力する団体として再出発をしました。今後引き続きボランティア
として様々な地域福祉活動を展開していただけるとのことです。
ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町

社協まつだ
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付添い
ボランティア
同時募集中‼

利用対象者

利用料金

※下記すべてに該当する方
・寄地区・庶子地区(谷津・宮前・かなん沢・中里・城山の各自治会)
在住の方
・75歳以上の方で、世帯に自家用車の所有が無い方
・公共交通の利用が困難な方
・車の乗り降りや、買い物が1人でできる方

1回につき

300円

※ご利用の際にお支払いください

運行日・買い物場所については
下記をご覧ください
お申込み・お問い合わせは

その他
・ご利用は週１回となります(庶子地区は月2回)

・ご自宅から買い物場所まで送迎いたします
・緊急事態宣言が発出された場合は、
サービスを休止します
・ウィルス等、感染予防対策に努めます

松田町社会福祉協議会までご連絡下さい

☎ 0465-82-0294
申請後、利用決定されます

13：30頃 お迎え
15：30頃 帰着
(買物時間は約1時間)

あしがらモール

ヤオコー

パシオス

小田原百貨店
山北店

カインズ

マックスバリュ

パシオス

開成店

88名
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～
町内７５才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
で敬老サマー舌鼓」を９月１４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お弁当、宇佐美製菓の和菓子を
８８名の高齢者のご自宅にお届けしました。

ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町

社協まつだ

（４）
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×立花学園高等学校 インターアクトクラブ 講師協力

松田町社会福祉協議会 主催

シニアスマホ活用講座
～スマホの活用術～
マンツーマンでスマホ操作をサポート！

スマホをもっと
使いこなしたい！

対

象

日 時

町内在住のスマートフォン所有者で
65歳以上の方

会

参加費無料
定員１６名

ラインの機能を
もっと使いたい！

①10月29日(土)13：30～14：20
（4名）
②10月29日(土)14：30～15：20
（4名）

場

③11月 5日(土)13：30～14：20
（4名）

松田町健康福祉センター
２F 機能訓練室

④11月 5日(土)14：30～15：20
（4名）

松田町社会福祉協議会

お申し込み・お問い合わせ

☎ 0465-82-0294

町社会福祉協議会会費ご協力のお願い
町社会福祉協議会では、住民主体による安心して暮らせる地域社会を目指し、皆さんの会費を貴重な財源として、さ
まざまな福祉活動を展開しています。「皆で育てる福祉のまちづくり」のために、本年も引き続き社協会費にご協力を
お願いいたします。
新規も随時受け入れしておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。

会費種別

〇一般会員（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おります

〇賛助会員（企業・商店・個人・各種団体等）

年額１口 ３,０００円

※各企業等へ10月以降直接お願いにお伺いさせていただきます

善意の心をありがとう

職員の異動
（居宅介護支援専門員）
○新任

やま した

山下

令和4年8月１日付
や よい

弥生

（令和４年９月１５日現在寄託分）

金員の寄託

氏 名（敬称略） 金員の寄託

10,000円 匿名

食料品 町屋自治会

50,000円 匿名
あお き

食料品 青木

飲料水 仲町自治会
きょうこ

享子

3,806円 匿名
100,000円
ジュース・お菓子 中村

なかむら

氏 名（敬称略）

しぶ や

毛糸たわし 渋谷

すみ こ

澄子

米（30kg） 匿名
たか こ

尚子

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

株式会社

10,000円 匿名

TEL
FAX

247円 匿名

英会話教室
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)

☎

月謝

グループ（2～4名）
￥4,000
プライベート
￥10,000

～少人数、お手頃月謝なので安心です～
講師

伊藤

筆 屋

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！

潤

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

ふれあい・ささえあい・えがおあふれる 松田町

松田本店：82-2351
大井店：83-3023
富水店：37-2321

