題字：障がい者の自立のための生活・作業訓練等を行っている
「なぎさ作業所」利用者の皆さん（６人による合作）

小田原の風景・
「フラワーガーデン（左下）と
市街・丹沢の眺め」

小田原市社協イメージキャラクター
「夢・咲き福ちゃん」
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社会福祉協議会は、略して ｢ 社協（しゃきょう）｣ と言い、誰もが安心して暮らすことのできる
福祉のまちづくりを進めるために設置されている民間の福祉団体です。
ホームページは 小田原市社協 で

編集発行 小田原市社会福祉協議会広報編集委員会

あなたが輝くと、
みんなが輝く
小田原市社協介護サービスセンター

〒
小田原市久野１１５―２
250-0055

病気になったり、障がいを負ってしまうと、これまで難なくできて
いたことが徐々に負担となってきます。
今までのやり方ではうまくいかないことが増え、それまでごく当た
り前だった日常生活までもが難しくなってしまいます。
そんな人が住み慣れた我が家で、今までと変わりなく生活ができる
ようにお手伝いすることがホームヘルパーの仕事です。
ホームヘルパーは、ご利用者様自身が主人公となって目的を持って
生活できるよう支援を行いますが、ご利用者様とふれあうなかで、ホー
ムヘルパーの方が生活の知恵を教わったり、元気をいただくこともあ
ります。
小田原市社協介護サービスセンターでは、ホームヘルプサービスを
通じて、介護をされる人とする人がお互いに輝けるような社会づくり
をめざしています。

電話０４６５

誰もが生きがいをもって
暮らせる社会を

(
35
４
) ０００

ホームヘルパーを頼もう

みんなで実現

あなたの「出来ない」ことを支えます。

ファックス０４６５ (

掃除、洗濯、買い物、料理などの家事のお手伝
いから、介護保険ではできない「ヘルパーさん
と一緒に外食」などもＯＫ。
ヘルパーさんとの心のつながりができることも
好評です。
※利用料金は３ページをご覧ください。

ホームヘルパーをやってみよう
あなたの空いている時間に、自分の特技を
いかして輝けます。

35
６
) ９０２

Ｅメール

ステキな出会いがそこにある
お互いの信頼で、家族のような関係も築け
ます。

ご利用者様との交流で、ヘルパーさん自身が心身
ともに豊かになれます。
賃金（家事支援の場合）
●特定の資格がある人…30 分以上 1 時間未満：1,150 円〜
●資格がなくても…1 回（1 時間未満）：920 円
※詳細は 3 ページをご覧ください。

odawarashakyou@ybb.ne.jp

ご利用者様とヘルパーさんは、長いお付き合いに
なることもあります。
単純に介護を受ける人、介護をする人という関係
ではなく、お互いに「無くてはならないような存在」
になり、豊かな人生を送っているという人も多く
いらっしゃいます。

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金と広告料により発行しております。
の配分金と広告料により発行しております。

ホームページは 小田原市社協 で

平成２８年３月１日 第１０８号

ご利用者様に寄り添ったサービスで、安心感をお届けします。
活動をすることで、ヘルパーさん自身の世界が広がります。
小田原市社協介護サービスセンターのご利用者様、登録ヘルパーさんのそれ
ぞれの想い。
ご利用の方法（利用料）、ヘルパーとして活動していただける人の募集案内を
ご紹介いたします。

ホームヘルパーの利用の流れ・サービス内容・利用料
区

分

利用の流れ

高橋様
（ご利用者様）

て、自分がやってい
ることを評価されると嬉し

うになりました。

らない一面に気付かされることも楽しく思いな

人からすすめ

田村様
（ご利用者様）

○家事援助
掃除・買い物・食事の準備など

○外出のお手伝い
ショッピングセンターへの買い物
お墓参り
病院の付き添い
ヘルパーさんと一緒の外食
一緒にお散歩（愛犬と一緒でも OK）

○同行援護
視覚に障がいをお持ちの人の外出介助

○移動支援
身体・知的・精神に障がいをお持ちの人の ○ご自宅での活動
外出介助
特別な料理・掃除・片付け
庭掃除（落ち葉の片付けなど）
○身体介護…３０分：250 円
１時間：395 円
○家事援助…３０分：103 円
１時間：193 円

要支援の認定がされている人
○身体介護・生活援助とも、週１回利用
の場合…285 円～ 570 円（１回分）

○同行援護…１時間：203 円～ 413 円

○身体介護を伴う活動（車イス介助など）
３０分：1,250 円
１時間：2,500 円
○家事援助（ご自宅での活動など）
３０分：1,000 円
１時間：2,000 円

人で、会うとホッとするし、以心伝心で

始めて 20 年になります。

考えていることを先回りしてやって

ご利用者様からは教えられること

ホームヘルパーの募集

こんな出会いにも期待
写真は一緒に調理をする佐々木様と大野ヘルパー

空いている少しの時間で、
人に喜ばれて、
自分自身のためにもなって、
更にはお給料までいただけちゃう !!

ヘルパーで来ていただいた伊嶋さんは本当に良い

られて、ヘルパーを

そんな魅力的な
お仕事が
あるんです !!
●勤務内容

くれるし、出会えたことに

ばかりで、「仕事なのにこんなに楽しんで

介護保険法、障害者総合支援法及び自主契約でのヘルパー活動

感謝の毎日です。

●勤

いいのかしら？」と思っています。

●賃 金（時給）

介護福祉士、介護職員実務者研修修了者（ホームヘルパー１級）
介護職員初任者研修修了者（ホームヘルパー２級）

困ったときに助けてもらえることで、90 歳の私でも安心して

娘以上に気持ちを分かってもらえる大野さんと

ことで、人とのつな

また次に会えることが楽しみで、心からの

がりが持て、いろいろな
世代の人ともふれあうことで、

（ご利用者様）

ヘルパーさんの自宅からご利用様宅までの
直行直帰の勤務です。
月末に活動報告をしていただきます。

生活援助：１，１５０円 / 身体介護：１，５００円
●待

遇

交通費支給（当事業所規定による）、処遇改善加算一時金有
土日祝は１時間につき１００円プラス
年末年始（12 月２９日～ 1 月 3 日）は１時間につき２００円プラス
●勤務内容
要支援 1・2 の認定がされている人が利用できる小田原市独自の
生活援助サービスでのヘルパー活動

住み慣れた家で生活が続けられます。
活動をする

佐々木様

務

１週間のうち、２日・合計８時間以上働ける人

資格をお持ちの人

田村様とは趣味が同じなので、意気投合しています。

お互いの存在が元気の素に

笑顔に癒され、助けられ、他の人
にもそうしようと思うよう

自分も勉強になります。

（ホームヘルパー）

安）

左の２事業では提供することができない、
きめ細かなサービスです。

のみのサービスで、要支援の認定がされている人が利用できます。

きたので、ヘルパーさんをお願いすることにしました。

大野さん

料

○身体介護
トイレ・食事・入浴の介助など

※「小田原市のサービス」について…平成 28 年 1 月からスタートした小田原市独自の生活援助

がら活動をしています。

今までは何でも一人でやってきましたが、出来ない家事が増えて

（ホームヘルパー）

利用希望者
↓
社協介護サービスセンター
↓
サービス提供

※小田原市のサービス
要支援の認定がされている人
○生活援助…235 円～ 469 円（１回分）

除や洗濯は一人で出来るよ

心と心が通い合う間柄

伊嶋さん

利用希望者→相談支援事業所
↓
社協介護サービスセンター
↓
サービス提供

○移動支援…１時間：153 円～ 408 円

ヘルパーさんに教わりながら、掃

ご利用者様とかかわりながら、その人の知

（ホームヘルパー）

用

（目

いです。

折金さん

利

てくれます。

利用希望者→ケアマネ
↓
社協介護サービスセンター
↓
サービス提供

全国一律のサービス
要介護の認定がされている人
○身体介護…３０分：263 円～ 525 円
○生活援助…３０分：196 円～ 392 円

してもらっています。
ご飯も身体のことを考えて、野菜をたくさん使っ

自主契約

※小田原市のサービス
要支援の認定がされている人
○生活援助
掃除・買い物・食事の準備など

ヘルパーさんに来てもらって、ご飯のしたく、掃除、洗濯などを

ヘルパーとし

障害者総合支援法でのサービス

全国一律のサービス
要介護・要支援の認定がされている人
○身体介護
トイレ・食事・入浴の介助など
○生活援助
サービス内容
掃除・買い物・食事の準備など

話し合いながら、注文する食品を決める高橋様と折金ヘルパー

障がいを抱える人の自立のお手伝い

介護保険法でのサービス

上のような資格はないけれど
家事を活かした活動を
してみたい人

●勤

務

１週間のうち、２日・合計８時間以上働ける人
●賃

金（時給）

１回の活動（概ね１時間）：９２０円
※小田原市が指定する研修（約１．５日間）を受けていただきます。

になりました。

「今日は辛いな」と思っても、佐々木様の玄関前

●問い合わせ

小田原市社協介護サービスセンター

に立つと元気になれます。笑顔での「ありがとう」の
一言が嬉しく、もっと頑張ろうと思えるようになります。

℡３５－８１４３

ホームページは 小田原市社協 で
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どうもありがとうございました

ご好評につき

第２弾

ウォーキングで

を楽しむ

年齢・性別に関係なく誰にでも手軽にできるウォーキングは、運動不足の解消、生活習
慣病の予防、ダイエットなどのさまざまな効果があり、日常生活に取り入れている人も多
いスポーツ（有酸素運動）です。

こんなにあるウォーキングの効果
●心肺機能の向上

（平成 2 ７年 11 月

１日～

２８年 １月３１日）

お名前（敬称略）

金

14,368 円
17,114 円
39,227 円
100,000 円
34,779 円
7,887 円
63,390 円
10,000 円

小田原鍼灸マッサージ師会

鈴木智恵子
磯崎

曻

小野康夫

三菱化学労働組合東京・地区支部
そごう西武労働組合小田原支部
公益社団法人小田原薬剤師会
匿名（１件）

合

体内に酸素を取り込む能力が増加し、心臓や肺の機能を高めることができます。

額

286,765 円

計

●筋力の低下防止・骨の強化
筋肉と骨に刺激を与えるので、足腰の筋力がつき、骨の強化にもつながります。
お名前（敬称略）

●血行の促進
血管が刺激されて血行が良くなり、毛細血管も発達します。

●ストレス解消
周りの景色を楽しみながら歩くことで、ストレス解消に役立ちます。

●脳の活性化
脳に酸素を取り込み、脳の働きを活発にすることができます。

●ダイエット効果

品

マックスバリュ小田原荻窪店
小島

物

車イス

貢

タオル

守屋俊男

タオル・ポータブルトイレ

株式会社東芝社会貢献室

日用品

マックスバリュ二宮店

シルバーカー

神奈川県退職公務員連盟小田原支部

タオル

脂肪を燃焼させるので、ダイエット効果が期待できます。

●生活習慣病の予防
ＨＤＬ（善玉）コレステロールが増え、動脈硬化などの予防が期待されます。

今回のコース

匿

お名前（敬称略）
名（２件）

合

金
額 寄付区分
340,000 円 地域福祉

計

340,000 円

（白秋童謡の散歩道＆桜の名所も訪ねて）
●コースの魅力…白秋童謡の散歩道（下の地図の赤い道）は、小田原駅西口と白秋童謡
館（南町）を結ぶ約４㎞にわたる、健脚な人向けのコースです。平坦な道をご希望の場
合は、桜見物をしながら小田原駅東口からお堀端通りを経由して白秋童謡館がある西海
子通りに向かうコース（地図の青い点線部分）も良いと思います。

お名前（敬称略）

金

100,000 円
39,911 円
100,000 円

崎村調理師専門学校

小田原スポーツ合気道教室
小田原少年少女合唱隊
合

額

239,911 円

計

各種寄付金品については、寄付者のご意向に沿い、
目的にあった運用及び活用をさせていただいております。

ら総合
おだわ 療福祉会館
医

足柄駅

井細田駅
井細田

久野川
市立病院

小田原市社会福祉協議会

おだわら総合医療福祉会館１階

交通アクセス

市役所

寺町
税務署

●徒歩の場合
小田原駅から約 20 分
足柄、井細田駅から約 10 分

東海道本線

大雄山線

小田急線

●バスご利用の場合
（小田原駅から約 10 分）
小田原駅東口バス 2 番乗り場
から兎河原循環方面、小田原
フラワーガーデン方面行きに
乗車～市立病院前下車

255

小田原駅
東口

○法人全体（総務企画・地域福祉・ボランティアセンター等）…TEL ３５−４０００
FAX ３５−６９０２
○ケアプラン作成（介護保険法）……………………TEL ３５−８１７０
FAX ３２−４１３９
○ホームヘルパー派遣 （介護保険・障害者総合支援法等）…TEL ３５−８１４３
FAX ３２−４１３９
○ファミリー・サポート・センター…………… TEL・FAX ３５−００５３

①白秋童謡の散歩道案内板
小田原駅西口交差点からス
タートして、童謡詩の案内板
をたどっていきます。

②伝肇寺（でんじょうじ）
案内板

Odawara Station East Parking

小田原駅東口駐車場

白秋は大正７年から大正 15
年まで家族とともに、ここに住んでいました。本堂の東
側に建てられた小さな家は、その姿から「みみずくの家」
と呼ばれていました。

③お花畑案内板
白秋は伝肇寺に住む前、この場所に住んでいました。

④小田原文学館・白秋童謡館案内板
この童謡館は大正 13 年に建てられた大正ロマン漂う
和風建築です。童謡関係の資料などが展示されています。

住所: 小田原市栄町1- 1- 27 収容台数: 自動車368 台、バイク40台、自転車88台
営業時間: 24時間 運営: 一般財団法人小田原市事業協会（0465 - 24- 7007 ）
詳細はＨＰからご確認ください http://odawara-jigyo-kyokai.jp/parking/

