小田原の風景・
」
「小田原城 銅門 （あかがねもん）

小田原市社協イメージキャラクター
「夢・咲き福ちゃん」

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）

37

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

〒

ことでしょう。

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
(

４
) ０００
ファックス０４６５ (
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思いやりに満ちた社会のために

みなさん の会費 が活用されます。

靴下を使った簡単なマスク

小田原市久野１１５―２
250-0055
35

十字・大窪・早川・片浦地区合同の子育てひろば「ぽっかぽか会」
の集合写真（2018 年春）

●地縁（近所づきあい）を大切に

ちた温かな社会が訪れる

の作り方を本広報の４ペー

皆さんがそんな思いで、この危機を乗り越えた先には、思いやりに満

例えば、好きな音楽でも聴きながら、マスクを作りましょう。

免疫力も高められると言われています。

ジで紹介しています︒

づけることが必要です。そして、笑顔で生活することで病気に対する

そして、少し多めに作れたら、ご近所に配りましょう。

しかし、こんなときこそお互いのことを思いやり、
「心の距離」を近

●応援しましょう

てきた活動とは反対の行動が求められています。

多くの命を守るために献身的に働いている医療関係者をはじめ

け、外出を控えましょう」と言われ、今まで、社会福祉協議会が進め

いろいろな場面で社会生活を支えている人たちを

新型コロナウイルス感染症を拡大させないために、「人との接触を避

応援しましょう。

えんを大切に

●ほほ笑んだ生活を

小田原市社会福祉協議会広報編集委員会

３密がダメなら、３つの

笑顔で過ごせるようにしましょう。

編集発行

縁 と 援 で、ほほ 笑んで

社会全体に、不安や不満がまん延しています。

えん

でも、負の感情に支配されないで、

えん

前向きにあなた自身ができることを考えて、

えん

会員の種類・金額

小田原市社会福祉協議会は、住民の皆さんと一緒に住みよい地域づ
くりを進めるための組織です。
そのために会員制度を設け、皆さんからご協力いただく会員会費に
よって、住みよい地域づくりを進めるための活動を実施しています。
このたびの新型コロナウイルス感染症の影響で社会全体が停滞して

６
) ９０２

いますが、趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。

400 円 からはじめる 地域の支え合い活動
社協会費は地域活動の貴重な財源と

一般・特別・賛助の３種類があり、地区社協の役員さん
を通じて、加入を募らせていただいています。

名

称

一般会費
特別会費

賛助会費

約 70％を地区社会福祉協議会に還
皆さんが会員となることで、支え合
いや、助け合いができる地域社会づ
くりが進められます。
※地区社会福祉協議会の活動につい

金 額
400 円
1,000 円

福祉施設
福祉団体

3,000 円

会
社
事 業 所
個
人

3,000 円

各会費の金額は、一口あたりの年額です。

なるよう、ご協力いただいた金額の
元しています。

対 象
世
帯
個
人
個
人

賛助会費
231 万 9 千円
各地区の
地域福祉
活動に

市社協の
全市的な
事業に

70 %

30 %

特別会費
178 万 8 千円
令和元年度に納められた金額
2,467 万 1,700 円
一般会費
2,056 万 4,700 円

ては２ページをご覧ください。

緊急小口資金のご案内

国では、新型コロナウイルス感染症の影響で生活費に困っている世帯に資金の貸付を行っており、小田原市社協はその申請窓口に
なっています。詳しくは本会のホームページをご覧になるか、電話（35）4000 でお問い合わせください。

ホームページは 小田原市社協 で

令和２年６月１日 第１２５号

地区社会福祉協議会
みんなでつくる
安心して暮らせる小田原へ

どんな

活動

私たちが暮らしている地域には、いろいろな団体が住みよ
い地域づくりをめざして、さまざまな活動を行っています。
このような活動をより効果的に進めることを目的に、本市
では、
地域内の諸団体の参加による地区社会福祉協議会（地
区社協）が市内 26 地区の自治会連合会を単位に組織され、
援護が必要なお年寄りへの支援や、お子さんの健全育成の

をしているの？

ための世代間交流事業など、きめ細かい福祉活動が行われ
ています。
社協会費はそのための貴重な財源として活用されていま
す。

社協会費 を活用した活動

すべての地区で

◎一人暮らし高齢者等昼食会及び配食
◎世代間交流事業
◎いきいき健康事業（高齢者の介護予防教室）
◎「きずなチーム」などによる見守り活動

世代間の交流を目的と

これらの活動は、従来から市社協が各地区で取り組んでいただきたいものとして位置付け、

したレクリエーション

26 地区すべてで取り組まれています。

やウォーキングなど、

多くの地区で子ども会や老人クラブなどが地区社協を構成する団体となっているので、世代

多くの人が集まる行事

間交流事業についても効果的に開催されています。

に活用されています。

○サロン活動
○生活応援隊活動（ゴミ出しなど、生活上のちょっとしたお手伝い）
○地域福祉コーディネーター活動（地域のなかでの調整役として期待される人で、
地区社協、サロン、生活応援隊の推進役としても活躍）
○敬老会の主催・協力
○交通安全指導・青少年育成・子育て支援 など

活動など、地区社協会長、自治会長、民生委員・児童委員の三者の連携のもと、きめ細かな

した昼食会や配食活動。ご近所さ

●地域福祉活動計画の推進

んと知り合える機会にもなる「サ

●会員の加入促進に向けた取り組み

ロン活動」。ゴミ出しなどのちょっ

●地区社協の支援・連携強化

としたことができなくて困ってい

●支え合いの体制づくりの推進

る人を近隣の力で支える「生活応
援隊」など。
これらの諸活動を、地区社協と一
緒に進めていきます。

豊川地区の世代間交流ペタンク（2019 年春）

や活動に関心のある人など、地域住
民の皆さんにより行われています。
構成員は、地区社協によって違いま
すが、右の表のとおり、多くの地域

高齢者や障がい者団体、父子世帯、地域作業所、
子育てグループなどへの支援、生活困窮者支援事業
・地区社協活動費…各種活動に対する補助金

●成年後見制度利用促進に向けての検討
ボランティアセンターや介護サービスセンターといった既存事
業の充実をめざすとともに、単独の相談支援機関だけでは対応
できない「多くの問題を抱える世帯」「制度の狭間の問題」に、
多機関との協働で問題解決に向けて取り組んでいきます。また、
成年後見制度の利用促進に向けては、本市にふさわしい方法を

主な活用内容
橘北地区の高齢者お花見会（2019 年春）

写真のような交流イベントのほか、ふれあいを目的とした
昼食会、見守りを目的とした配食活動などが行われていま

当該事業の運営費

・繰越金

・交通遺児援護基金（果実運営）

年度当初の運営費

交通遺児世帯への見舞金

寄付金 (0.9%)
303 万円

見守り活動、高齢者等昼食会や配食活動
サロン活動、世代間交流事業
生活応援隊活動など

・予備費

その他の財源 (15.9%)
5,728 万 1 千円

社協会費 (6.8%)
2,467 万 3 千円

・地区社協活動費

・利用者負担金（食の自立支援事業など）

地域福祉活動に活用

共同募金配分金 (4.7%)
1,715 万 4 千円

人数

主な活用内容

・市民福祉基金（果実運営）

・ボランティアセンター事業費…各種研修事業
・広報事業費…社協おだわら発行経費
・その他、法人等運営費

（令和元年度）

収入
県社協・市受託金
6,725 万 9 千円
(18.6%)

・地区社協全般の運営費

す。

県社協・市補助金
1 億 454 万 3 千円
(28.9%)

介護保険
障害福祉サービス
8,752 万 1 千円
(24.2%)

主な活用内容
・市受託事業運営費

いきいき健康事業、アクティブシニア応援ポイント事業
アクティブシニア応援ポイント事業
食の自立支援事業、ファミリー・サポート・センター事業
ファミリー・サポート・センター事業
社会福祉センター管理
多機関の協働による包括的支援体制構築事業（福祉まるごと相談）
地域福祉相談支援事業、生活支援コーディネーター業務

身近な地域での交流・
仲間づくりの場とし
て、気軽に立ち寄り、
世間話などをして過

・県社協受託事業運営費

ごす「サロン」も運

主な活用内容

福祉用具販売・レンタル・住宅改修

・法人全体人件費、ふらっと城山管理
法人全体の運営費

・介護サービスセンター運営費

・地区社協活動費

・介護関係職員人件費

・ケアタウン事業費

ケアプラン作成やヘルパー派遣事業

日常生活自立支援事業 , 生活福祉資金貸付事業
介護に関する入門的研修事業

営されています。

主な活用内容

職員、登録ヘルパー賃金

早川地区のお散歩サロン（2019 年春）

地域のみなさまと豊かな未来へ

●総合相談体制の推進

ボランティア団体への活動費など

26 地区社協役員（理事・評議員・監事等）就任状況
323
329
108
74
53
49
44
40
40
33
32
26
25
24
23
4
69
1,296

●介護保険事業等の適正な運営

・ボランティアセンター事業費

老人クラブ、遺族会、障がい、児童支援団体などに助成

役職・団体名
自治会長（副会長等も含む）
民生委員児童委員 ( 主任児童委員も含む）
地区ボランティア
子育て支援・青少年育成・補導員関係
健康普及員
公民館長
活動経験者（元自治会長・元民生委員等）
老人クラブ
防災・防犯関係
婦人会（部）
体育振興会
子ども会
交通安全関係団体
学校関係者（幼稚園も含む）
地域福祉コーディネーター
福祉施設
その他（保護司等）
合計人数

●ボランティア活動の充実

主な活用内容

・団体助成

が活動をしているの？

地区社協の運営は、地域の各種団体

市社協が全市的に進めるもの

検討します。

・年末たすけあい配分事業費

対応が地域の皆さんの安心感を支えています。

足柄地区の子ども食堂（2019 年夏）

地域の特徴をいかして地区社協などと
一緒に進めるもの
見守り活動や高齢者などを対象と

主な活用内容

地域の交流の場としてのサロン活動や、お子さんが安全に登校できるよう声をかけたりする

の人が参画しています。

重点目標と予算

小田原市社会福祉協議会では、住み慣れたまちで誰
もが安心して暮らすことができる「福祉のまちづく
り」をめざして各種事業に取り組んでいます。
本号では今年度の重点目標と予算を紹介します。

3 億６，
１４６万１千円

これらの事業は、地区の実情に応じて取り組まれているものです。

人

小田原市社会福祉協議会

予算総額

地区の実情に応じて

どんな

令和２年度

26 地区の見守り活動など
ケアタウンを進める団体への補助金

皆様のご相談に合った、最良なご提案をいたします。
例えば

「孫の教育資金を貯める相談がしたい」
「相続の相談をしたい」
「火災保険や地震保険の相談がしたい」
など。
。
。

損害保険ジャパン㈱
SOMPO ひまわり生命保険㈱
第一生命保険㈱
代理店
おだわら SDGs パートナー

私たちは、地元でがんばる人たちにエールを送ります。

介護保険指定事業者番号

http://www.shinkin.co.jp/sagami/

㈲小田原保険サービス

1472300308

営業時間 8:45～17:45
秦野営業所／秦野市南矢名5-15-17

定休日 日曜・祝日
TEL.0463-86-6122

〒250-0875
小田原市南鴨宮 3-4-12 フクモトビル 2 階
電話 0465-46-0117

FAX0465-48-5513

●成田店 ： 神奈川県小田原市成田 650-1
℡： 0465-39-1500
●ハルネ店 ： 神奈川県小田原市栄町 1-1-7
℡： 0465-23-3100

ホームページは 小田原市社協 で

令和２年６月１日 第１２５号

どうもありがとうございました

簡単なマスクの作り方

（令和２年１月 21 日～ 4 月 30 日）

靴下を４回切るだけ！

お名前（敬称略）
磯崎

金

額

62,870 円

曻

144,000 円

マスクがない。手作りマスクを作ろうにもゴム紐は売り切れ。裁縫に自信もない。

ＪＡかながわ西湘葬祭株式会社

そんな場合でも、靴下とハサミさえあればできる。

ボランティアセンター募金箱（１〜３月分）

糸、針、ゴムを使わないマスクの作り方を紹介します。

合

38,602 円

245,472 円

計

○材料
・大き目の清潔な靴下（片足） ・ハサミ

お名前（敬称略）

・必要に応じてフィルターになるもの（キッチンペーパーなど）

○手順

①上の部分をできるだけ
真っすぐ切ります。

②かかとの部分も、できるだ 裁断後です。
け真っすぐ切って、長方形 下の長方形の部分を使いま
す。
にします。

品

神奈川県退職公務員連盟小田原支部

タオル

マックスバリュ東海株式会社・マックスバリュ小田原荻窪店

車イス

山本侑子

タオル

小田原市更生保護女性会

手縫い雑巾

島野慶子・山本優子

衣類用洗剤

杉﨑美佐子

手毬、火鉢、練炭

江藤常雄

衛生用品・ゆかた

韮山恭子

ポータブルトイレ

ＮＰＯ法人報徳食品支援センター

食糧

匿

衣類・車イス
シルバーカー
歩行器
タオル 他

名（６件）

お名前（敬称略）
③長方形の端を真ん中まで
片側を切ります。

④もう片側を切ります。

⑤両側の切り込みが長方形の
中央に来るようにします。

金

額

45,270 円 地域福祉

石井艶子

10,000 円 地域福祉

計

55,270 円

お名前（敬称略）

金

201,038 円

神奈川県中古自動車販売商工組合

20,000 円

株式会社杉之間

できるだけ幅広の大きなサイズの方が良いかと思います。

合

・あくまでも応急的にマスクとして使える提案です。

額

20,615 円

報徳太陽自動車労働組合

⑥必要であればキッチンペーパーなどフィルターになるものを入れて完成です。

寄付区分

グランドホール小田原店

合

・マスクの種類や切込みの入れ方で出来上がりの形やサイズが違います。

物

241,653 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います。

・市販のマスクと同等の効果や感染予防に効果がある保証は
ありません。
・靴下はもともとマスク生地として作られたものではありま
せんので通気性やアレルギーなどに対応しておりません。 短いタイプの靴下は、写真の
息苦しさを感じた場合や体調のすぐれない人、アレルギー ように点線部分を切って長方
体質の人はご使用にならないでください。

「福祉施設体験学習」など中止のお知らせ
毎年、本号でご案内している「福祉施設体験学習」

その他、９月末までに開催を予定していました各
種研修会などにつきましても、中止もしくは延期
となっております。

井細田

市立病院

市役所

寺町
税務署

西口

東海道本線

小田原駅
東口

※敷地内駐車場 10 台完備

出産という最高の 感 動 を 、 私 た ち に お 手 伝 い さ せ て く だ さ い
全室個室 ホテルライクな施設

オーガニックを採り入れた院内食

診療案内

※ 金額はすべて税込み

産科（ 無痛分娩 ＋10 万円

）、
婦人科、漢方内科、
不妊治療（ 自由診療 3 万円～ 4 万円 ）
休診日

日曜・祝日

T EL 0 4 6 5 - 3 5 - 1 1 0 3
神奈川県小田原市城山 2- 1- 5

大雄山線

響により、中止とさせていただきます。

井細田駅

久野川

形にすると良いでしょう。

○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

足柄駅

小田急線

について、今年は新型コロナウイルス感染症の影

ら総合
おだわ 療福祉会館
医
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