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）

40

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 小田原市社会福祉協議会広報編集委員会

こんな世の中だからこそ

小田原の風景・
「中町で見かけた豆腐屋さん」
年に撮影）
（ 2005

小田原市社協イメージキャラクター
「夢・咲き福ちゃん」

共同募金
コロナ禍で人と人との接触する機会が減っ
たことにより、私たちは日々誰かとつなが
り、支え合ってきたことの大切さに改めて
気づかされました。
今年度の共同募金運動は、感染予防のため

〒
小田原市久野１１５―２
250-0055

に一定の制約がありましたが、「つながりを
たやさない社会づくり」を全国の共通テー
たやさない社会づくり」
マとして３月末まで進められています。
「困ったときはお互いさま」の精神から始
まった赤い羽根の共同募金。
世の中の、誰もがしんどい今こそ、
そのチカラを発揮するときです。

電話０４６５

意志あるお金、募金のチカラ。
毎年、街頭募金活動に取り組んでいただいている城山中学校生徒の皆さん（2019 年 10 月）

(
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４
) ０００
ファックス０４６５ (
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皆さまの温かいご支援・ご協力
ありがとうございます
令和元年度 小田原市での募金総額

６
) ９０２

（ご家庭、学校、会社などからの募金や
小田原駅などで行った街頭募金）・・・

感染予防をしながらの街頭募金活動

2,746 万 6,291 円

Ｅメール

赤い羽根をシンボルとする共同募金は、戦後間もない

今、地域では困りごとが数多くあります。

昭和 22 年、戦災孤児を預かる民間福祉施設などの資金

これに対して、行政にすべての対応を求めるのではなく、

不足を補うために「たすけあい運動」としてスタートし

「先を見越した迅速かつ柔軟な対応」に取り組む住民主体

odawarashakyou@ybb.ne.jp

た民間の募金活動を制度化したものです。

の試みも増えてきています。

今では自治会、民生委員・児童委員、地区社協関係者を

お互いの助け合いである共同募金は、そのための民間の

はじめとする多くの皆さまに、街頭募金などの活動にも

財源として欠かせないもので、誰もが住み慣れた地域

ご協力をいただき、お寄せいただいた募金は、地域のさ

で安心して暮らすことができる社会づくりをめざしてい

まざまな福祉活動に役立てられています。

ます。

本市の共同募金運動は、共同募金会小田原市支会（事務局は小田原市社協）が進めています。

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。

ホームページは 小田原市社協 で

令和３年３月１日 第１２８号

共同募金の使われかた
あなたの思いが地域を笑顔に
皆さま一人ひとりの気持ちが、困っている誰かの「ありがとう」につながって
います。
集められた募金の約７割は、神奈川県共同募金会から小田原市社協が配分を受

約７割

市内のさまざまな福祉活動へ
令和元年度募金総額

2,746 万 6,291 円のうち

953 万 8,081 円
県共同募金会で
活用

1,792 万 8,210 円

けて、市内の地域活動や福祉活動団体への支援などに役立てられています。
残りの約３割は、神奈川県共同募金会を通して県内の児童養護施設の遊具や障

市社協で活用

がい者施設の福祉車両の整備などへの支援をはじめ、国内大規模災害時の災害
ボランティア活動やコロナ禍での緊急支援活動に役立てられています。

約３割

災害ボランティア活動の資機材購入
2019 年・台風 19 号

児童・障がい者・高齢者のために

ンティアによる支援を希望されたお宅などで家屋清掃や土砂の撤去な

○県内社会福祉施設や団体の事業・活動費の支援として
◆送迎用車両購入・施設整備事業
◆各種団体活動費 など

どをしていただくボランティアを募集し、復旧のお手伝いをしました。
12 か所（個人宅 10 件、事業所 2 件）に対して、55 人のボランティ
アさんが活動されましたが、その際には、県共同募金会から配分をい

○地区社会福祉協議会の活動費として
◆世代間交流事業
◆サロン活動
◆見守り活動
◆年末年始慰問活動
など
○児童・障がい者・高齢者を支援する団体
などの活動費として
◆子育てサークル、私設保育施設
◆障がい者団体
◆高齢者の筋トレサークル
◆市内福祉活動団体
◆ボランティア団体
など

↑サロン会

市社協事業のために

県内の社会福祉施設事業などへ

本市でも被害を受けたお宅があった台風でしたが、市社協では、ボラ

地区社協活動や
児童・障がい者・高齢者のために

◆父子家庭への支援
◆生活に困っている
人の医療費や
食糧の支援

←夏休み親子工作教室

◆災害見舞金
など

住民同士が顔見知りになるためのサロン活動、世

富士見地区社会福祉協議会
代を超えての交流を目的とした各種取り組みにも

共同募金事業費や国内の災害時支援のために

ただき、活動に必要な資機材を購入しました。

共同募金が使われています。
写真は豊川地区が 2018 年、富士見地区が 2017 年に開催
したもの

フードバンクを応援

正月用しめ飾り
作製講習会

小田原市母子寡婦福祉会

橘北地区社会福祉協議会

新型コロナウイルス感染症で
影響を受けたご家庭、ひとり

伝統的な習慣・技術の伝承と、地

親や困りごとを抱えるご家庭

域住民の交流を主な目的として、

などを支援することを目的に、

橘北地区社協で長年続いている伝

小田原市母子寡婦福祉会が実

統行事です。

施しているフードバンク活動

いつものように地域の人が講師を

にも、共同募金が資金面での

つとめましたが、コロナ禍での開

応援をしています。

催となった今回は、回数を２回に

ヒルトン小田原や NPO 法人報徳食
品支援センターの協力もいただき
ながら広がる「支援の輪」

水を含んで重くなった畳を４人がかりで運び出すボランティアさん

増やして、一度の人数を少なくす
間隔をあけるためにブルーシートを一人用に変えるなど、
密を避ける工夫もされた講習会

るなどの工夫もされていました。

「子育てひろば」で大根掘り

厨房設備改築費用の一部として

初めての参加者も多く、
「作ってみると楽しい」
「売っているものを買うより、自分で
作ると愛着がわく」
といった感想も

命をつなぐ食糧

にこにこひろば ( 足柄地区 )

市社会福祉協議会

「ほうあんふじ」は、「ほうあんふじみのさと」（知的に障がいを

コロナ禍で思うように開催ができない「子

緊急的な食糧支援とし

持つ人が利用する施設）と合築された施設で、厨房設備も共有

育てひろば」ですが、毎年大人気のクリス

て、火を使わなくても食

していましたが、両施設合わせて一日最大で 150 人分の給食

マス会の時期に屋外で

べられるものを用意して

が必要であることから、「ほうあんふじ」の一室を専用の厨房設

できる大根掘りが実

います。

備に改築しました。

施されました。

この改築によって、子どもたち一人ひとりにあった安全な食事

久しぶりの再会と

（ミキサー食、アレルギー食など）の提供ができるようになり、

なり、クリスマス

ほうあんふじ（市内曽我大沢）

子どもたちのために使いやすく整備された厨房

豊川地区社会福祉協議会

共同募金による支援に感謝の声が寄せられています。

プレゼントをもらっ

※「ほうあんふじ」は、発達が気になったり、遅れの見られる

た子どもたちも喜んで

子どもたちと、そのご家族を支援する児童発達支援センターで
す。

地域の人が子どもたちのために管理する「にこにこひろば農園」で
久しぶりの再会に喜ぶ皆さん

いました。
民生委員さんが扮したサンタクロースも人気

相談機関などを通じて
お渡しをしている缶詰や非常食
のセット

ホームページは 小田原市社協 で

福 ち ゃ ん の

知っておくと

令和３年３月１日 第１２８号

い い ね

！

市社協からのご案内
いま、この時期だから、できること
入園入学用の布製袋物作りの支援
地域でさまざまなな活動をされている本会登録のボラン
ティアさんですが、コロナ禍で活動の場も減っています。
そこで、自宅でもできる「物作り」と、製作した物を必
要な人にお使いいただく「ご支援」を計画しました。
今回は、お子さんの入園入学に必要な布製の袋物作りに
ついて、地区のボランティアさんを中心にお声掛けをし
たところ、50 人ほどの人から製作や布地の提供にご協力をいただきました。
出来上がった袋物セットについては、母子寡婦福祉会や福祉施設などを通して、必
要な人にお渡ししていますが、本紙をご覧の方に、その一部をお分けすることにし
ました。

1 セッ

ト５０

０円で

この袋物セットをお分けします。

レッスンバッグ、上履き入れ、お着替え袋（巾着型）の３点セットです。

どうもありがとうございました
（令和 2 年 11 月 1 日～ 3 年 1 月１８日）

お名前（敬称略）
磯崎 曻
渡邊泰子
さがみ信用金庫 緑町支店
三菱ケミカル労働組合 神奈川支部
鈴木智惠子
ボランティアセンター募金箱（令和 2 年 4 〜 12 月分）
匿 名（１件）
合
計

お名前（敬称略）
小田原友の会
島野慶子・山本優子
井原義雄
犬塚美菜
小栗英之
下府中地区ボランティア会
緑ともしび会
沖山美保子
上府中地区まちづくり委員会
中央労働金庫小田原支店推進幹事会
伊藤
曹洞宗 盛泰寺
山本侑子
一般社団法人 RunWay 準備室
匿

名（6 件）

額

36,954 円
1,000 円
17,981 円
18,052 円
22,874 円
2,334 円
2,000 円

101,195 円

品
物
清拭布、雑巾、タオル
衣類用洗剤
車イス
野菜
紙オムツ
マスク、タオル
タオル、日用品
紙オムツ
クリアファイル、クリアホルダー
米
みかん
食料品
布団
ポータブルトイレ
マスク、洗剤、軍手、食料品、
玩具、紙オムツ

お名前（敬称略）

グランドホール小田原店
合
計

【お分けできる対象者】

金

金
額 寄付区分
44,853 円 地域福祉

44,853 円

「子どもの入園入学が決まったけれど、忙しくて作る時間がない」などの理由で
３点セットの準備に困っている人

お名前（敬称略）
渡邊泰子
匿 名（３件）
合
計

市内在住・在勤で小田原市社協まで受け取りに来られる人

【お分けするセット数・お渡し方法など】
３０セット（手作りのため、お渡しする色や柄は写真と異なります）
●申

込

方

法

●お渡しする期間

3 月 10 日（水）まで、電話でお申し込みください。

金

額

2,000 円
36,000 円

38,000 円

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。

3 月 17 日（水）から ・材料費として 500 円をいただきます。
申し込み多数の場合は、本会
で抽選をさせていただき、当
選者に連絡します。
申込・問合せ

☎ 0465-35-4000
土日、祝日を除く
8：30 〜 17：15

福祉用具販売・レンタル・住宅改修

小田原市社会福祉協議会
○法人全体（地域福祉・ボランティアセンター・権利擁護関係等各種事業／総務企画）
TEL ３５−４０００／３５−４００９
FAX ３５−６９０２
○福祉まるごと相談事業
小田原市久野 115-２
TEL ３５−４０２０ FAX ３５−６９０２
おだわら総合医療福祉会館１階
○ファミリー・サポート・センター
交通アクセス
TEL・FAX とも３５−００５３
●バスご利用の場合
○ケアプラン作成
（小田原駅西口から約 10 分）
TEL ３５−８１７０ FAX ３２−４１３９
久野車庫行き又は
○ホームヘルパー派遣
兎河原循環に乗車
～市立病院前下車
TEL ３５−８１４３ FAX ３２−４１３９
●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

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

市役所

寺町

介護保険指定事業者番号

税務署

1472300308

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

西口

東海道本線

小田原駅
東口

大雄山線

小田急線

営業時間 8:45～17:45
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