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・
市内唯一の銭湯「中島湯」
（中町）

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

スポーツで笑顔あふれるステキな社会

小田原市社会福祉協議会広報編集委員会
〒
小田原市久野１１５―２
250-0055
電話０４６５

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。
Ｅメール
odawarashakyou@ybb.ne.jp
(
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４
) ０００
ファックス０４６５ (
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パラリンピックの公式種目で「床の上のカーリング」とも呼ばれるボッチャで楽しく交流

スポーツは、人に楽しさや喜びを
与え、交流やコミュニケーションの

① 障がい者と高齢者がスポーツで交流

機会を増やし、幸福で豊かな生活を

山王網一色地区のいきいき健康事業

送るための役にも立っています。

高齢者の介護予防を目的とした「いきいき健康事業」

とくに障がいのある人が行うス

は、すべての地区社会福祉協議会でさまざまな方法で

６
) ９０２

ポーツは、その人の心身の状況や、

開催されています。

体力に応じて、障がいのない人と

ここで紹介する山王網一色地区社会福祉協議会の
いきいき健康事業は、障がいを持っている人が通う地域
いきいき健康事業は、障がいを持っている人が通う地

一緒になって活動することが多く、

作業所「ゆう」の協力で開催されたもので、同作業所の

ルールや用具を工夫したり、場合に

利用者さんと地域の高齢者やお子さんが障がい者スポー

よっては新しいスポーツを創り出
したり、楽しめるクラブやサークル
などの活動を行うこともあり、多く
の人との交流を深めることにもつな
がっています。
本号では、障がいとスポーツなど
をテーマにした取り組みを紹介しま
す。

ツのボッチャを体験しました。このようなかたちで取り
トーナメント戦で１～４位に輝いた皆さん

組まれたのは、市内でも初めてのことで、ボッチャを通
して笑顔あふれる交流ができました。

※ボッチャって、こんなスポーツ
重度の障がいがある人のために、ヨーロッパで考案されたスポーツ
で、障がいの有無に関わらず、老若男女、誰でも楽しむことができる
スポーツとして注目されています。
赤、青の球を投げ合い、白い球に近づけることを競います。

※本広報紙では「障がい」と「障害」の二つの表記がありますが、一般的な表現は「障がい」とし、事業や団体名で「障害」という文字が使用
されている場合は、そのまま「障害」を使用しています。

ホームページは 小田原市社協 で

令和元年９月１日 第１２２号

④ スペシャルオリンピックス

② 障がい児遊びのひろば

知的障がいのある人たちと一緒にスポーツを！
アスリートとボランティアを募集

市社協主催の余暇活動支援事業
障がいのあるお子さんが、家族やボランティアなどと一緒に、自由に遊ぶことができる場です。

スペシャルオリンピックスは、知的障がいのある人たちの社会参加を応援するために、さまざまなスポーツ

お子さんたちが「遊び」のなかから、さまざまなことを学び、健やかに成長できる地域づくり

トレーニングと、その成果の発表の場である競技会を提供している国際的なスポーツ組織です。

を目的に開催しています。

●アスリートとしての参加
●体操教室

●音楽教室

内容：バランスボールを使った運動など、体を

内容：歌をうたったり、楽器を演奏したりして

動かして遊びます。

音楽を楽しみます。

期日：毎月第１土曜日

期日：毎月第３土曜日

時間：10 時～ 11 時 30 分

時間：10 時～ 11 時 30 分

場所：生きがいふれあいセンターいそしぎ

場所：おだわら総合医療福祉会館

小田原市社会福祉協議会

スペシャルオリンピックスでは、スポーツ活動に参加する知的障

スペシャルオリンピックスの活動は、アスリートを中心に、その

がいのある人を「アスリート」と呼んでいます。知的障がいのあ

家族とボランティアが一緒に活動することで成り立っています。

る６歳以上の人ならば、誰にでもアスリートとして参加する資格

スポーツ・トレーニングのコーチ、見守りや応援など、あなたの

があります。

できること・できる時間でご参加ください。

「スポーツは苦手だから」と思っている人も、ぜひ気軽に参加して
ください。

●料理教室

●申し込み・問い合わせ

●ボランティアとしての参加

●小田原市近辺の練習会場

夏休みと冬休み期間中に１回ずつ（年２回）
種

開催しています。

電話０４６５−３５−４０００

バランスボールを使って楽しく運動

③ ドリームクラブ
小田原市の事業の一つに、知的障がいを持つ人の余暇活動を支援する
「サークル活動」があります。

ソフトボールを通じて知的障がいのある人の親睦をふかめ、体力の向上や社会

その活動メニューのなかで、人気があったソフトボールについて、チー

参加の促進をめざした活動をしています。（会員数 20 人、ボランティア 7 人）

上

水

泳

フロアホッケー

●活動を始めたきっかけ

知的障がいのある人のソフトボール活動

陸

目

ムを作って毎月活動しようと、この事業の指導者が参加者に声をかけて
結成されました。

開催日時
月３回・日曜日
10:00 ～ 12:00
月３回・日曜日
13:00 ～ 15:00
月２回・土曜日
10:00 ～ 12:00

開催場所
小田原養護学校
城山陸上競技場など
南足柄市体育センター
三の丸小学校

●申し込み・問い合わせ
認定 NPO 法人 スペシャルオリンピックス日本・神奈川 事務局
電話０４５−６５０−５２１６

Ｅメール jimu@son-kanagawa.com

ホームページ www.son-kanagawa.com

⑤ 障がいのある人でも参加しやすい区民祭を
●今年９月から来年３月までの予定
内

大窪体育振興会会長の思い

容：ソフトボールの練習（毎月）
地域のソフトボールチームと交流をしながら練習試合（予定）

練習日時：９月は第２日曜日、10 月から毎月第３日曜日
時間は 10：00 ～ 12：00
練習場所：９月は足柄小学校グラウンド（大雄山線井細田駅のとなり）
10 月から富士フイルム小田原グラウンド
（足柄小学校の向かい）
※保険費用等として年会費 2,000 円をお支払いいただきます。

●鈴木武志さん（大窪体育振興会会長）が考える区民祭
昨年の区民祭は「防災」をテーマに、競技内容の改良をしました。しかし、

実現に向けては地域の諸団体と連携しな

実際の災害時には障がいのある人に対して、どのようにサポートするのか

がら、障がいのある人と区民祭について

を知っておくことが大切で、そのためには、障がいのある人とない人が自

話し合う場が必要で、そのためにさまざ

然に交流できる場が必要だと思います。

まな関係者に相談をしています。

そういった場づくりのために、区民祭が役に立てたらと考えます。

障がいのある人からの参加が毎年少しず

以前に、車イスを利用されているお子さんのお母さんとお話しをする機会

つでも増えていけば、いろいろなことが

があり、区民祭への参加について聞いてみたところ、「障がいがあっても

動き始めると思います。

参加できる区民祭があったら嬉しい。子どもも喜んで参加すると思う。」

●カラダを動かすことが楽しい（会員の水口さん）

というお言葉にも後押しされました。

●申し込み・問い合わせ
小島彰則さん・電話０４６５−８７−７８２２

最初にクラブができたときから参加
しています。
仲間もたくさんできました。
毎月の練習が楽しみです。

●問い合わせ 小田原市社会福祉協議会・電話０４６５−３５−４０００

市内にお住まいの 16 歳以上の知的障がいのある人（養護学校生徒は除く）の余

障がいのあるお子さんを持つ父親の願い

暇活動を支援するために、毎月第３または第４日曜日に開催しています。

月

クチコミで新しい会員さんも増えて、交流の
輪が広がっています。３年前に開催された神
奈川県の「ゆうあいピック」
（知的障害者ス
ポーツ大会）では第３位になりました。
とくにボランティアや対戦チームを募集して
います。

●我が子のこと

●今年９月から来年３月までの予定
日

9 月 29 日
10 月 27 日
11 月 17 日

内
午
前
海岸清掃

容
午
工

後
作

レクリエーション大会

会
午
前
酒匂川河口付近

場
午
後
いそしぎ

西湘地区体育センター

映画鑑賞

マジック

12 月 15 日

調理実習

トーンチャイム

けやき

1 月 19 日

新年お茶会

書初め

いそしぎ

2 月 16 日

手話練習

お話しの会

いそしぎ

3 月 15 日

わくわくコンサート

見学だけでも、ぜひお越しいただけたらと語る鈴木さん
今年の区民祭は 10 月 20 日（日）
、大窪小学校運動場で
開催します。

⑥ 障がい者のサッカーチームを西湘地域に

ドリームクラブ誕生のきっかけになった
小田原市の知的障がい者サークル活動

●ボランティア、対戦チームを募集中（コーチ代表の小島さん）

●これからのこと

かもめ図書館

いそしぎ

●申し込み・問い合わせ
認定 NPO 法人小田原市障害者福祉協議会・電話０４６５−３１−１３００

知的障がいのある我が子は、元気に学校に通って

障がいをもつ我が子が、多くの人との関わり

いましたが、ちょっとしたことがきっかけで、友

のなかで成功体験を積み重ね、「自分は世の

達関係がうまくいかなくなりました。障がいがな

中の役に立つ人間」である、ということを感

かったら、恐らく問題にはなっていなかったと思

じてもらえたらと思います。そして、私自身

います。

も親として元気に働けるであろう今後２０年

●サッカーとの出会い

けやき

多くの人が羽ばたけるためのサッカーチームを創りたいと語
る小林さん
障がいのある人でサッカーに興味がある人、サッカーチーム
の設立に協力していただける人の連絡をお待ちしています。

●これからのこと

間で、障がい者に対して偏見がない世の中に

そんなことがあっても、我が子には元気に育って

なるよう努力をしていきます。

ほしいと思い、サッカーに興味を持っていたよう

そのための第一の目標として、西湘地域には

なので、藤沢にある養護学校で行われているサッ

ない、知的障がい者のサッカーチームを創り

カー教室に通うようになりました。

たいです。

●問い合わせ 小林直人さん・電話０４６５−８７−５５６７（有限会社ゼロ・通・わん）

ホームページは 小田原市社協 で

令和元年９月１日 第１２２号

ラジオ体操で
友人も増やす
二の丸広場の「和会」

どうもありがとうございました
（令和元年５月１日～７月３１日）

お名前（敬称略）

金

66,737 円
41,319 円
110,401 円
84,036 円
68,388 円

鈴木智惠子
磯崎

曻

さがみ信用金庫

神奈川土建一般労働組合西相支部
匿

名（９件）

二の丸広場でほぼ毎日、午前６時から行われる

合

額

370,881 円

計

ラジオ体操の会「和（なごみ）会」は、浅田さん
（本町在住）の声かけで続けられ、さまざまな地
域から毎回 70 人ほどが参加しています。
１３年半前に２～３人で始まった「和会」
、
午前６時から歌を唄ったりして過ごし、ラ
ジオ体操が放送される６時３０分には、大
勢の人が集まって体操をします。

体操目的だけでなく、多くの人が顔を合わせる
交流の場にもなっていて、ラジオ体操で「友人
ができた」「懐かしい人に会えた」という声も聞
かれます。

誰でも自由に参加できる和会のラジオ体操、参加

ラジオ体操の４つの効果

品

学橋

生沼建具店

手作り木製写真立て

伊澤幹雄

車イス

新玉地区社会福祉協議会

タオル

奥津善次

紙オムツ

匿

洗濯用洗剤
シーツ・肌着・タオル・洗剤・
車イス・紙オムツなど

名（6 件）

小田原城

老若男女問わず、誰でも、どこででも、すぐ

市民会館

NINJA館

にできるラジオ体操第一。

お堀

わずか３分ほどの体操ですが、１３種類の運

お名前（敬称略）

三の丸小学校

動によって全身を動かし、普段の生活では使

物

紙オムツ

島野慶子・山本優子

二の丸広場

を希望される人は、直接会場にお越しください。

お名前（敬称略）
鈴木智惠子

御幸の浜

わない筋肉、関節や骨に影響を与えることで、

金
額 寄付区分
73,434 円 地域福祉
3,000 円 地域福祉
1,000 円 地域福祉

グランドホール小田原店
奥田慶一
匿

名（１件）
合

次の４つの効果が期待できるそうです。

77,434 円

計

●血行を促進させる
●肩こり対策になる…腕を回す運動など
●背骨や腰椎のゆがみ対策になる…体を横に曲げる運動、ねじる運動など
●胸部を開き、呼吸機能を促進する…胸を反らす運動など
人
がない
験・資格
経
の
介護
人のために
働きたい
で
場
介護現
介護の基本的な知識や技術が学べる講座を開催します。

介護に関する入門的研修の開催

修了者は介護サービス事業所への就労相談・紹介などの支援も受けられます。
【対

象】介護関係の資格がない人、介護現場で働きたい人などで全日程参加が可能な人

【日

程】令和元年 10 月 17 日（木）・25 日（金）・29 日（火）・11 月 13 日（水）・
22 日（金）の５日間、時間は 9:00 ～ 16:50 の間（日によって異なります）

【会

場】おだわら総合医療福祉会館（小田原市久野 115-2）
、他

【受講料】無

料

【定

員】20 名（先着順）

【申し込み】 電話にて９月９日（月）から受付、定員になり次第締め切り

お名前（敬称略）

金

有限会社小田原ドライビングスクール
株式会社ＪＲＣ
有限会社平井興建・有限会社シンコウ設備
株式会社西湘機材
匿 名（７件）
合

額

20,000 円

株式会社杉之間

134,924 円
121,000 円

275,924 円

計

各種寄付金品については、次のように活用させていただいています。
〇ボランティアセンター寄付金…ボランティアグループへの助成や、
車イスなど貸出し用の福祉機器の購入費
〇ボランティアセンター寄付物品…福祉施設などに贈呈
〇市民福祉基金（地域福祉）…地域福祉活動を進めるために活用
〇交通遺児援護基金…積み立てた利子を交通遺児への見舞金・支度金・
激励金として支給

小田原市社会福祉協議会介護サービスセンター・電話 0465-35-8143
ら総合
おだわ 療福祉会館
医

里親制度・講座のご案内
子どもが健やかに成長するためには十分な愛情が必要です。しかし、親
の病気や死別、離婚、虐待などのさまざまな事情により、家庭で生活す
ることのできない子どもたちがいます。「里親制度」は、そのような子
どもたちを家庭に迎え入れ、家族の一員として愛情を持って養育してい
ただく、児童福祉法に基づいた「子どものための制度」です。
○里親講座のお知らせ

日時：令和元年 10 月 25 日（金）10:00 ～ 12:00
②里親体験談

井細田

小田原市社会福祉協議会

市立病院

おだわら総合医療福祉会館１階

交通アクセス

●バスご利用の場合
（小田原駅西口から約 10 分）
久野車庫行き又は
兎河原循環に乗車
～市立病院前下車

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

申し込み：小田原児童相談所・電話 0465-32-8000（代）

大雄山線

内容：①里親制度説明

ゆりかご園（小田原市酒匂 2-41-39）

井細田駅

久野川

小田急線

場所：児童養護施設

足柄駅

255

西口

○里親制度に関する問い合わせ 社会福祉法人 ゆりかご園「家庭養育支援センター 」・電話 0465-48-4921
東海道本線

小田原駅
東口

小田原市社会福祉協議会
○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・３５−４００９
FAX ３５−６９０２
○福祉まるごと相談事業
TEL ３５−４０２０・FAX ３５−６９０２
○ファミリー・サポート・センター
TEL・FAX とも３５−００５３
○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

