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・
一夜城から望む朝日

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。

編集発行

マスクの下で あふれる笑顔

本広報紙は、令和２年７月 28 日
時点で編集しています。
発行日に状況が変化している場合
もあることをご了承願います。

小田原市社会福祉協議会広報編集委員会

「新しい生活様式」での、人のつながり方の提案と暮らし方のポイント
熱中症にも気をつけて
上手にマスクを着用し
ましょう。

〒

人との間隔はできるだけ２ｍ
（最低でも１ｍ）あけて、
対面での会話にならないよう
横並びで座ると良いで
しょう。

小田原市久野１１５―２
250-0055

１時間に２回程度、
窓やドアを開けて
風通しをよく
しましょう。

電話０４６５

国では、新型コロナウイルス感染防止のために身体的距離の確保、マスク
の着用、手洗いの実施や３密（密集・密接・密閉）を避けるなどの「新し
い生活様式」を、一人ひとりが日常生活に取り入れることを示しています。

(

一方、地域の縁側、お茶の間になることをめざしたサロンなど、多くの人

35
４
) ０００

が交流できるような場づくりをしてきた社協活動については、以前の形で
実施することは難しくなっています。
そこで本号では、
「新しい生活様式」にふさわしい「新しい交流の場」のあ

ファックス０４６５ (

りかたについて、実際に取り組まれた活動の紹介も含めて考えていきます。

運営 する人 ・参加 する人がともに気をつけましょう

35
６
) ９０２

健康チェック

手洗い

参加者の把握

接触を避ける

持ち帰らない

Ｅメール
odawarashakyou@ybb.ne.jp

外出前に体温を測
り、発熱または体調

会場にはいるとき
に、手洗いや手指の

参加者名簿を作成
し、連絡先を把握し

飲み物や菓子を提供
する際は、使い捨て

新型コロナウイルス
感染症の家庭内感染

に不安があるときは
休みましょう。

消毒をする環境を整
えましょう。
※水と石けんで 30

ておきましょう。
※感染者が出た場合
に役立ちます。

の紙コップなどを使
用し、菓子は個包装
のものを個別に出し

を防ぐために、帰宅
後はすぐに着替え、
手や顔を洗いましょ

秒ほどかけて洗う
ことが推奨されて
います。

運営側で１か月間
保管します。

ましょう。

う。

※参加者数は、収容定員の 50％以下におさえ、会場を広く使うようにしましょう。

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。

ホームページは 小田原市社協 で

令和２年９月１日 第１２６号

家にいながら…。（サロンこうづ）
国府津地区でサロン運営をしている地域福祉
コーディネーター会では、去年から暑い夏で
も自宅でサロンの雰囲気を楽しめるように
「夏の友」を配布しています。
今年度のサロンは休止していますが、「人と

高いのか？
●自粛生活で暑さにからだが慣れていない

らげることができれば」という運営側の思い

ることで、暑さに弱くなり、熱中症にかかりやすくな

から、元気にお過ごしいただくための情報が

ります。

ぬり絵やお知らせがきて楽しめた」、「私のこ
とを気にかけてくれた」という声が届いてい
ます。

ましょう。

●節電しながら室温を下げるポイント

外出が減り、日光に当たったり歩いたりする機会が減

手にした人からは「家で退屈していたけれど、

マスク、換気などの「コロナ感染防止」を両立させ

熱中症予防のための工夫

なぜ、今年は熱中症の危険が

会う機会が減ってしまうことでの不安感を和

満載の「夏の友」を６月に配布しました。

サロン再開に向けて、７月に打ち合わせをする国府津
地区地域福祉コーディネーター会の皆さん

熱中症予防×コロナ感染防止

暑さを避け、水分を摂るなどの「熱中症予防」と、

すだれなどで窓をおおっ
て室温が上がらないよう
にしましょう。

湿度が 70％以上の
ときは除湿を
室温を 28℃以下になる
ようにし、扇風機で冷気
を回しましょう。

●マスクのために水分不足になりやすい
マスクをすると、のどの湿度が保たれ、のどの渇きを
感じにくくなります。
またマスクがあるので水分を
口にする機会が減りがちです。

●人と会う機会が減り周囲の
サポートを得にくい

室内でも濡れタオルや冷
却グッズで体温を下げま
しょう。

●食事のポイント

交流が減りがちなため、

夏バテを防ぐ次の栄養素を含む食材を豊富にとりましょう。

自宅で熱中症にかかっ

タンパク質 … 肉、魚、卵、大豆製品など
ビタミン B1 … 豚肉、豆腐、味噌など
ビタミン C … 果物、ピーマン、ブロッコリーなど
ミ ネ ラ ル … 野菜、果物、海藻、きのこなど
ク エ ン 酸 … 梅干、お酢、レモンなど

ても、誰にも気づかれ
ずに重症化するおそれ
があります。

９月までがピーク
の熱中症

熱中症対策チェック‼
□ 天気予報などでその日の気温をチェックしている

熱中症は、半数以上が室内でおき、

□ エアコンや扇風機などを活用し、暑いと感じる環境にいない

また夜間でも発生しています。

□ 湿度が高くならないように、こまめに換気をしている

閉めきった部屋で高温・多湿になる
と、かかりやすくなります。

□ 夜も冷房などでしっかり温度管理をしている

とくに高齢になると、からだの状態

□ 例年以上に意識して、こまめに水分補給をしている

自粛生活で気をつけたいこと
外出を控えることで生活が不活発になると、

コミュニケーション

高齢者は要介護状態につながる可能性が高

直接会うことはできなくて

まります。

も、電話などで人と話す機会

右のコミュニケーションや運動のほか、肉、

を増やしましょう。

魚、卵、大豆製品などの「タンパク質」を

口を動かすことで、口の不活

意識した食生活、歯みがきなどの口の清潔

動を防ぎ、認知症の予防にも

にも気をつけ、介護が必要な状態にならな

や機能が衰えてくるため、危険な状

□ 三食きちんと食べ、しっかり睡眠をとっている

家にいながら楽しめる内容や役立つ情報
が盛りだくさんの「夏の友」。
すぐに作れるように折り紙もセットされて
います。

態に気づきにくく、また重症化しや
すくなります。

□ 人ごみを避けた散歩や室内での軽い運動をしている

周囲の人も高齢者に気を配るように

□ 外出時は水筒・日傘・帽子などを忘れない

運

しましょう。

動
寝たり座ったりしたままで
動かないという時間をなる
べくなくし、積極的に体を
動かしましょう。
屋内での運動では、スクワッ
トなどの筋力トレーニング

みんなの支え合いが大切
交流方法を工夫する

人と人との「つながり」は誰にとっても重要ですが、ひとり暮らし
の高齢者などにとっては、とくに大切です。心身の健康を保つため
に、家族や友人と連絡を取り合い、お互いに支え合いましょう。

最新情報を共有する

やストレッチが効果的です。

ちょっとしたあいさつや会話でも安心

信頼できる人たちとの交流ができてい

買い物や通院など、一人でおこなうこ

人ごみを避けての散歩もお

できます。

れば、新型コロナウイルスについても

とが困難な場合、助けてもらえる身近

すすめです。

直接会えないときは、電話・手紙・メー

最新情報が共有でき、デマの回避や不

な人（家族や友人など）を決めておき

ルなどを活用しましょう。

安の解消につながります。

ましょう。

つながります。

いようにしましょう。

神奈川県西部地域若者サポートステーション（県西サポステ）
神奈川県西部地域若者サポー

福祉用具 ( 介護ベッド・車いすなど )
住宅改修 ( 手すり取付など )
各種昇降機のことなら
何でもご相談ください。

支援者を決めておく

250-0055

久野 2391-1

0465ー46ー8 6 5 1
0465ー46ー8 6 5 3

就職活動を全力で応援する厚生
労働省・神奈川県の委託機関で
す。木のぬくもり溢れる相談室は、
なんだかホッとすると好評です。
気持ちが落ち着く空間で、一緒に
就活をスタートしてみませんか。

若者サポートステーション（愛称サポステ）では、
対象年齢を15歳から49歳までに拡大し、コロナ禍で
難しくなった就職活動に対応してオンラインでの相談
や講座を実施し、利用者から好評です。
キャリアコンサルタントや心理士など、就労のプロ
が、求人の見つけ方、応募書類・面接対策など、就活
に関する諸々のお困りごとについて、ご相談をお受け
しています。保護者からのご相談もお受けします。
オンライン、来所、どちらも無料なので、お気軽に
利用ください。

オンラインでもご相談可能です
LINEビデオ・Zoom・Skype面談
※ 来所面談も再開しています
まずはじっくりお話を聞かせてください。困り感を整理し、
解決策を一緒に考えていきましょう。

各種講座も開催中
おはよう講座
朝一の「おはよう」から生活リズムを作ろう。
オンライン講座に慣れる一歩。

ご利用は無料
最新情報は
ホームページで
チェック！

職業適性検査、レディネス検査、求人情報シェア講座
コミュニケーション講座、オンライン採用面接のコツ、etc

0465-32-4115

受付時間 平日10時-17時

Facebook:Kenseisaposute

「神奈川県西部地域若者サポートステーション」
ツイッター：
「県西サポステ」

@kana_nishi_sapo

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
（令和２年５月１日～７月２８日）

新型コロナウイルス
に関連した

お名前（敬称略）

に

ご注意を !!

鈴木智惠子
磯崎

曻

手話サークルつみきの会
匿

名（９件）

合

こんなことがおきています

321,740 円

計

お名前（敬称略）
鈴木

●なりすまし

額

116,880 円
26,851 円
41,560 円
44,049 円
92,400 円

さがみ信用金庫

詐欺 悪質商法
や

金

品

久

物

介護用品

野地百合子

マスク

NPO 法人報徳食品支援センター 食糧

・保健所の依頼で来た事業者
知らない事業者（2 人組）が自宅に来て、「新型コロナウイルスの件で、保健所から依
頼されて来た。自宅で検査ができる商品があり、海外ではブームになっている。本来
50 万円するところ、今回特別に選ばれた方に 10 万円で販売する」と言われ、近隣で
契約したという人のリストも見せられた。

漆谷義光

靴

島野慶子・山本優子

洗濯用洗剤

新玉地区社会福祉協議会

タオル

山森世以子

車イス

青木由美子

囲碁盤、碁石

生沼建具店

手作り木製写真立て

小田原・足柄地域労働者福祉協議会 消毒用アルコール

・市役所や厚生労働省の職員
「新型コロナウイルス対策として、マスクと助成金の給付がある。助成金の受け取りに
は ATM での口座登録が必要」といった振り込め詐欺と疑われる電話がかかってきた。

匿

手作りマスク・布団・マスク
福祉用具・タオル・衣類・毛糸
紙オムツ・食糧など

名（10 件）

・携帯電話会社
新型コロナウイルス関係の助成金を配布するとのメールが届いた。

●オレオレ詐欺

お名前（敬称略）

息子を名乗り「会社の上司から借りたお金を返して」と電話があった。その後に上司
を名乗る者から「新型コロナウイルスで困っているのですぐにお金を返してほしい」

小澤
匿

被害に遭わないために

131,000 円

計

お名前（敬称略）

・電話は留守番電話の設定にしましょう。
・一度電話をきって家族に相談しましょう。
・新型コロナウイルスに関しての不審な電話やメールがあったら
すぐに通報 !!
小田原警察署に相談しましょう。

３２−０１１０( 代表番号 )

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

仁

名（3 件）
合

と頼まれ、現金を渡してしまった。

金
額 寄付区分
100,000 円 地域福祉
31,000 円 地域福祉

○ファミリー・サポート・センター
TEL・FAX とも３５−００５３

金

神奈川県自転車商協同組合小田原支部
匿

名（4 件）

合

額

32,000 円
32,000 円

64,000 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。

広報紙ではお伝えしきれない、地域で行われる活動のようす、
社協からのお知らせなど、小田原市社協の職員がいろいろな
情報をいち早く

○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

お知らせします。

