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綾瀬市社会福祉協議会

ふれあいネットワーク

社協あやせは、会費及び共同募金配分金をもとに発行しています。

第９回綾瀬市福祉レクリエーション大会が１１月１０日（土）、I
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綾瀬市民スポーツセンターで開催されました。

大会には、市内の福祉団体、福祉施設から140 人が参加され、市内の高校、
専修学校の４校の高校生 61人もボランティアとして会場の設営や放送、競技
の進行に活躍されました。参加者は、大体育室でさいころリレーや全員参加の
玉入れなどの競技に熱気あふれて楽しいひと時を過ごしました。

今回、初参加された希望の家からは、来年の大会への期待も届きました。

実行委員会が主催して第 27 回あやせ福祉ふれあいまつりが 10 月 21 日 ( 日 )、綾瀬市オーエンス文化会館で
開催されました。晴天の下、家族連れなどたくさんの方々が来場され、来場者はステージ鑑賞やホワイエブース、
中央公民館協働の「だがしや楽校」のブースなどを巡り、館外の地区社協テントなどでは食を楽しんでいました。

初参加の人も熱気の第９回福祉レク大会

ボランティアグループなどのステージ発表の様子

紅白に分かれての鈴割りの様子

だがしや楽校によるオープニングセレモニー ブースが両側に並んだホワイエの賑わい

� 福祉レクリエーション大会に参加して �
　皆さまこんにちは。綾瀬市障害者自立支援センター希望の家です。
　今までは、綾瀬市手をつなぐ育成会として個人参加をされていた方も多くいたのですが、今年
は初めて「希望の家」として参加をさせてもらいました。その為、参加メンバーの半数は正真正銘
の初参加でした。当日までは、どんな競技があり、どれだけの人が参加し、どんな雰囲気なのか
を皆さんとても気にされ、緊張されている人もちらほらといらっしゃいました。ただ、その中でも参
加経験のあるご利用者さんに情報を教えてもらうなど、普段は見られない交流があり、また当日も、
普段はあまり接しないご利用者さんが笑顔で触れ合う場面も見られ、施設としても有意義な機会
を頂きとても感謝しております。
　大会が終わった翌週には、休憩時間に「鈴割がなかなか割れなかった」「菓子喰い競争が楽し
かった」「景品いっぱいもらえた」「いっぱい走りたい」「もっと難しい競技もやりたい」等、それぞ
れが来年に向けての想いを楽しそうに話し合っている姿も多く見られていました。
　ご利用者さまだけでなく、施設としても「綾瀬の仲間」と共に楽しい機会に参加できることへの
感謝と、終わったばかりではありますが来年の大会への期待に胸が大きく膨らんでいます。

希望の家所長　森谷康太郎

見て知って食も楽しんだ第27回福祉ふれあいまつり



皆様には、日頃より本会事業に対しまして温かいご支援とご協力を賜りまして厚くお礼申し上げます。

さて、本会では、皆様が、住み慣れた地域で長く、そして安心して暮らせるために、地域の

声を反映し、5ヵ年を計画期間とする「第三次綾瀬市地域福祉活動計画」を平成 26 年4 月から

スタートさせました。計画も最終年に入り、これまで本会の基本理念である「ともに支えあうまち

づくりを」の実現に向け、地域福祉活動の推進に取り組んでまいりました。

本年は、地域福祉の推進、福祉教育活動、在宅福祉サービスなど、市民福祉の向上を見据え、

「第四次綾瀬市地域福祉活動計画」策定を行うなど、引き続き本会の活動に対しまして、皆様

方のご理解とご協力をお願い申し上げます。

結びに、皆様にとりまして幸福な年となりますよう、心よりお祈り申し上げ、年頭のごあいさつ

といたします。
社会福祉法人 綾瀬市社会福祉協議会   会長　増田　譲　

新年明けましておめでとうございます。

「もったいない」を「分かち合い」・「ありがとう」へ
～フードバンクかながわとの連携した取り組みについて～

フードバンクかながわの「あやせ総合センター」

本会では、さまざまな理由で経済的に困窮する方
に、食べるものを直接お渡しする取り組みを行ってい
ます。お渡ししている食品の大半は、「フードバンク
かながわ」から提供を受けています。

フードバンクかながわは、協同組合、労働福祉団体、
市民福祉団体などの生産者・消費者によるたすけあい
の組織です。諸団体、企業、行政等と連携することで
今日の「貧困問題」「食品ロス問題」の解決の一端を
担っていくことを目的に設立された団体です。その活
動は食品提供の事業等を通じ、地域の「たすけあい」

「支え合い」「分かち合い」という相互扶助の社会づく
りを目指しています。

本会では、2 週間おきに食品を受け取りにお伺いし、

再精米されたお米、
さまざまな理由で
店頭に並ぶことが
なかった食品、フー
ドドライブ活動に
よって集められた
食品などのある程
度保存のきく食品
をいただいていま
す。

いただいた食品
は、本会で保管管
理をし、関係機関
等からの食料支援の要請に応えています。

また、本会では市民の皆さまからの食料提供も受け
付けています。

※ 保存期間が１か月以上残っていて、以下に該当しな
いもの。

〇アルコール類（お酒・みりんなど）〇生鮮食品
･ 冷凍 ･ 冷蔵食品　〇賞味期限の記載がないもの

（お菓子の小袋などご注意ください）〇外装が破
れているもの

食品の入った箱の受け取り
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早川地区社会福祉協議会
早川地区社協では、様々なイベントを通じて地域の

方々が顔見知りになり、交流を深めてほしいと活動し
ています。

年 3 回行われているグラウンドゴルフ大会では、
ことぶき会、城山会のメンバーや子どもたちが参加し
て賑わっていました。ホールインワンの達成で熱戦が
繰り広げられていました。

城山サロンは未就園児を対象に月 1 回開催してい
ます。春はお散歩、夏はプール、そのほかハロウィン、
クリスマス会など子どもたちが興味を持って楽しめる
イベントを企画しています。“お母様同士の交流の場”

ともなっているようです。
子どもたちのかわいい笑顔で周りにいるスタッフも

笑顔のこぼれるサロンとなっています。8 月を除く毎
月第 3 火曜日に城山集会所で開催しています。興味
のある方は、ぜひ足をお運びください。

12 月には様々な事業を展開している地区社協を訪
問し、地域福祉活動の向上のため役員研修会を行って
います。

また、3 月 3 日 ( 日 ) 11 時から「早川地区社協ふ
れあい祭り」を開催します。

今回は、早園地区センターとの共催で模擬店や体験
コーナーなど盛りだくさんのイベントを企画していま
す。みなさま奮ってご参加ください。スタッフ一同お
待ちしています !!

ん楽しくプレー
しておりました。
お昼は会場を子
之社境内に移し、
地区社協の理事
さ ん 手 作 り の
バーベキューや
ビールを味わいながら、好プレーや珍プレーに話の花
が咲いていました。さらには、各賞も準備され、入賞
者や特別賞など、豪華な賞品を手にされた方からは自
然と誇らしさと笑みがあふれていました！

このように小園地区社協では、今後も住民参加の事
業を開催しますので、ぜひご参加ください。

小園地区社協

早川地区社協

現在、市内に 14箇所の地区社協が設置され、各地区社協ごと
に地域福祉活動推進のため、さまざまな活動を展開しています。
今回は、小園地区社協と早川地区社協を紹介します。地区社協ニュース

住民交流会の実施
小園地区社協では、さまざまな住民交流事業を行っ

ています。
今回は、９月９日（日）に早園小学校グラウンドに

て開催しました〝グラウンドゴルフ＆バーベキュー大
会〟の様子をお伝えします！

開催当日は、晴天に恵まれ汗をかきながら、みなさ

住民交流会集合写真 手作りのお昼に奮闘する理事さん

コップを片手にプレーの話に花が咲きました

プレー後は境内でバーベキュー

年 3回行われるグラウンドゴルフ大会 城山サロンで行ったお月見工作 他社協訪問の研修会の様子
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 温かいご支援ありがとうございました。
平成30年度「共同募金運動」の結果報告

今年度も、多くの方々より「共同募金運動」にご協力いただきました。
皆様から寄せられました募金は、県共同募金会を通じて災害時の災害準備金や市内外の高齢者や障がいの

ある方を支えるための施設、地域で活動するボランティアグループや当事者を支援する団体など、さまざま
な地域活動を応援するための資金として活用されています。
皆様のご支援に感謝申し上げますとともに、今後とも、共同募金運動にご理解とご協力をお願いいたします。

― 法人募金協力事業所等 ―

― 協力自治会等 ―

― 職域募金 ―
綾瀬市役所　　（社福）道志会  道志会老人ホーム

（平成30年12月25日現在）

（敬称略・順不同）

　　　　　　　  ― 校内募金協力校 ―
綾瀬小学校　 綾北小学校　 綾西小学校　 早園小学校　 綾南小学校
北の台小学校　 落合小学校　 土棚小学校　 寺尾小学校
日々輝学園神奈川校 　生蘭高等専修学校

落合自治会
中村自治会
上深谷自治会
蓼川自治会

大上自治会
寺尾南自治会
寺尾綾北自治会
寺尾北自治会

寺尾天台自治会
小園自治会
早川自治会
吉岡自治会

綾西自治会
上土棚自治会
綾瀬市地区社会福祉協議会連絡協議会

（株）IHI 技術教習所
愛犬美容室あさい
旭工業（有）
アピオ（株）
綾瀬ロータリークラブ
綾瀬ライオンズクラブ
綾瀬西デイサービスセンター
綾瀬乗馬クラブ
綾瀬市商工会

（一社）綾瀬市建設業協会
綾瀬こばと幼稚園

（有）アヤセ建材店
（社福）聖音会　
（有）飯室商店
（有）池上モータース
石川製作所

（有）イトウ設備
（株）ウチヌキ
（有）宇留志商事
（株）エステック
蛯子社会保険労務士事務所

（株）海老名鋼材
（株）大久保土建
（社福）誠心福祉協会 
（医社）慈広会　
春日幼稚園

（株）ガステック
片岡明会計事務所
神奈川県家畜商業協同組合

（有）木村製作所
共栄フード（株）横浜工場

（株）向隆
国際ソロプチミストあやせ

（有）国分寺台ゴルフクラブ
（株）国分精工
（有）小菅自動車鈑金工業
（株）小林鉄工
（有）小林重機運輸
（株）紺野企業
（株）三興段ボール
（有）サンシン
サンライズ・ヴィラ綾瀬
シスター美容室
シマダ商事（株）
島田外科内科

（有）湘南太陽熱工業
スギムラ化学工業（株）

（株）スゲタ
（有）すずタイル工業
（社福）泉正会　いずみ保育園
（社福）泉正会
大栄研磨材工業（株）

大法寺
タカコン（株）

（株）タズミ
茅ヶ崎工業（株）
長龍寺

（社福）唐池学園　
東急リネンサプライ（株）

（社福）道志会　
東ソー（株）
トーカイ・パッケージング

（株）栃原製作所
（株）鳶誠建設
（社福）唐池学園　　
（学）大塚平安学園　
（株）ナイソン
中島動物病院
ニイクラ電工（株）
西内ガラス店

（株）ニチゲン
野口工業（株）

（有）野末地所
野原技研（株）

（株）秦野鋳工所
美容室エム

（有）比留川畜産
広田学習教室

（株）藤井工務店
（株）藤井建設
（株）藤井建材
（有）不二製作所
藤田そろばん塾
ヘアーサロンタカハシ
まつはし家電

（株）丸与
見上興産（有）

（有）南不動産
峰寿し

（有）宮内商店
（有）谷島鉄工所
柳沢労務事務所
油研工業（株）

（株）ヨーマー
横関鋼材（株）
横浜三協（株）

（社福）唐池学園　
（有）吉川倉庫
（有）綾北電業社
（学）文伸学園　
蓮光寺

（有）若菜工務店
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上深谷にある地域活動支援センター「ファミール」
は、精神障がい者の日中活動の場として、受注作業や
自主製品の製作・販売を行っている福祉施設です。

皆様から寄せられた募金の配分金は、施設の備品購
入に使わせて頂いております。通所者が地域で自立や
就労に向けて日々活動できるのも皆様の温かいご支援
があってのことと感謝申し上げます。

募金種別 募金金額

戸別募金 6,812,065

街頭募金 7,020

法人募金 855,200

職域募金 39,642

学校・校内募金 82,443

その他 28,569

合　　計 7,824,939

　今年度は、新たな取り組みとして
海老名市・座間市・綾瀬市の３市支
会が協働で街頭募金を実施しました。

今年度も共同募金会綾瀬市支会から自治会向け戸別
募金の仕分け作業を受注し、それに取り組むことで、
通所者は共同募金運動に参加している喜びも味わって
おります。

これからも、地域社会に根付いた笑顔あふれる施設
を目指してまいりますので皆様の応援をよろしくお願
いいたします。

（平成 30年 12月 25日現在）

皆さまの“温かいご支援”を頂いて

新たな募金運動 ～３市支会協働による街頭募金～

スタッフのみなさま

仕分け作業中の様子

海老名市で実施した街頭募金の様子

３市記念バッジ

NPO 法人綾瀬あがむの会  地域活動支援センター　

ファミール 所長　山口明美

ー共同募金は市内の福祉施設などにも



問合せ先　あやせ福祉サービスセンター　☎７７－８６６７

本会の事業・活動の趣旨、内容に賛同
していただき、前号（142 号）発行後に
特別賛助会員として、加入していただい
た企業・商店及び団体をご紹介いたしま
す。今後とも、本会福祉事業にご理解と
ご協力をお願いいたします。

　日常生活にお困りの方や手助けが必要な方に対
し、住民参加と協力により、子育て支援・家事
サービス・介助サービスなどを提供する在宅サー
ビスです。

条　　件：市内在住・在勤し、心身ともに健康で
　　　　　事業への理解と熱意のある方で協力会
　　　　　員として登録し、サービス提供活動が
　　　　　出来る方
活動時間：月曜日から金曜日までの９時から
　　　　　17時まで（土、日・祝祭日は要相談）
報　　酬：900円（1時間あたり）
応募方法：電話にてご相談ください。

勤務時間：シフトによる（時間外有）

勤 務 日：週1日から（土・祝日を含む）

資　　格：① 介護職員初任者研修修了者または同等以上（旧ホームヘルパー２級養成研修修了者）

　　　　　② 原付など車両の持ち込みが出来る方優遇

　　　　　　　　　　　＊免許のない方もご相談ください！

賃　　金：時給1,379円（時間外等有）

応募方法：電話にてご相談ください。

　障がいや高齢により単独で公共交通機関を利用
することが困難な方に対し、住民参加と協力によ
り送迎を行うサービスです。外出を支援し、利用
される方の負担を軽減するため住民が互いに助け
あうことにより、障害があっても、高齢になって
も、住み慣れた地域で安心して暮らせることを目
的に実施しています。

条　　件：市内在住・在勤し、心身ともに健康か
　　　　　つ事業への理解と熱意のある方で自己
　　　　　所有のお車を提供できる方
　　　　　会員登録日前の２年間に運転免許停止
　　　　　を受けていない方
活動時間：月曜日から土曜日までの７時から
　　　　　19時まで（日・祝祭日休み）
応募方法：電話にてご相談ください。

ヘルパー大募集！

住民参加型生活支援事業
協力会員募集

住民参加型移動支援事業
（あやせ送迎サービス）
運転協力会員募集

     平成30年度「特別賛助会員」の紹介 （平成30年12月25日現在）

ご協力ありがとう
ございました

（敬称略・順不同）

ご協力ありがとうございました。

春日幼稚園
（株）川崎製作所
（株）ケンオー

相鉄バス（株）綾瀬営業所
（有）つゆきタクシー
（有）矢部商店
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ボランティアさろん 参加者募集

ボランティア同士の交流を持ちませんか！ボランティアに興味のある方もご参加ください！

※ 14 時から 16 時まで開催していますので、その間で
　あれば参加は自由です。

★脳トレコーナー
間違い探し、漢字、計算で脳をトレーニング
しましょう !

★談話コーナー
お茶を飲みながら交流できます !

★雑巾縫い・ボックス作成コーナー
雑巾を縫い、デコレーションした空き箱に
入れて福祉施設に寄付します !

★囲碁・将棋・トランプコーナー
囲碁や将棋など、お好きなもので楽しめます !

ど
こ
で
も

興
味
の
あ
る

コ
ー
ナ
ー
に
参
加

で
き
ま
す
！

日　時 ：平成31年２月20日（水）14時から16時まで

　　　 ：平成31年３月20日（水）14時から16時まで

 　平成31年４月17日（水）14時から16時まで

問合せ先　あやせボランティアセンター　☎70 - 3 210

場　所 ：市保健福祉プラザ　1階　会議室

参加費 ：無料

あやせ ボランティアセンターからのお知らせ

なんでもボランティアさろん

傾聴ボランティア “ 響 ”
傾聴ってなんだろう ?傾聴を学んでみたい人はこちら !
日時：1月17日（木）、1月24日（木）、1月31日（木）
時間：10時00分から12時00分まで
場所：綾瀬市保健福祉プラザ　
定員：20名

綾瀬市手話サークル  あやの会
手話に興味がある人、学んでみたい人はこちら !
日時：2月25日（月）、3月4日（月）、3月11日（月）
時間：18時30分から20時30分まで
場所：綾瀬市保健福祉プラザ
定員：20名

点訳グループ  きさらぎ会
点字に興味がある人、学んでみたい人はこちら !
日時：3月1日（金）、3月８日（金）、3月22日（金）
時間：10時00分から12時00分まで
場所：綾瀬市保健福祉プラザ
定員：20名

ボランティア入門講座  
ボランティア活動に興味のある人、ボランティア
をはじめたい人はこちら！
日時：3月11日（月）
時間：10時00分から12時00分まで
場所：綾瀬市保健福祉プラザ　
定員：30名

ボランティア養成講座を開催します。

ボランティアに興味のある人、

ボランティア活動をしてみたい人は

ボランティア養成講座に参加して

みませんか?

社協あやせ　143号

7



市民の福祉・生活相談に応じるとともに、さまざまな生活援助や福祉サービ
スに結びつけるために、福祉に関する総合相談事業を実施しています。
お気軽にご相談ください。

物品 4 件
• 東京キリンビバレッジ大和支店
• 厚木ヤクルト販売（株）
• 木村美智子
• 匿名　１件

善 意 の 灯
平成30年10月1日から
12月28日まで（敬称略・順不同）

地域なんでも相談
市民の方が身近な場所で、心配ごとを相談していた
だけます。相談には、本会職員が対応いたします。

相談時間：10時から11時30分まで（共通）

● 大 上 地 区：毎月第一木曜日　☎ 77-0125
 場所：深谷大上ふれあいの家（綾瀬市大上 8-23-35）

● 落 合 地 区：毎月第二水曜日　☎ 77-2333
 場所：落合ふれあいの家（綾瀬市落合南 1-3-33）

● 寺尾南地区 : 毎月第三金曜日　☎ 070-5070-1532
 場所：寺尾南地区社協ボランティアセンターサロンなごみ
 （綾瀬市寺尾釜田 2-17-31　KM ビル102）

福祉当事者相談
障がい・介護のことでお悩みの方
市内で活動する当事者（車いす利用者や介護経験者）
が相談員としてお話をお聞きします。お気軽にご相
談ください。

※お電話にて随時受付しています。

相談員
●車いす利用者（西

にしかわ

川 和
か ず お

朗　☎76-7026）

●介 護 経 験 者（渡
わ た べ

部 庸
よ う こ

子　☎78-4434）

福祉相談案内  総合相談事業のご案内

寄付金 10 件　308,917 円
•（有）カネコ商事 • 上深谷地区社協
• 綾瀬中学校 PTA • 落合っ子ふるさとまつり実行委員会
• 綾西サロン • ふれあい大釜
• 望月  正之 • しめ縄作り伝統を守る会（綾西）
• 特定非営利活動法人はあとけあ　はあとふるキッズ
• 住宅型有料老人ホーム　たんぽぽ綾瀬館 

広報紙「社協あやせ」への掲載広告募集
本会では、年 4 回発行している「社協あやせ」の紙面に、企業や商店等の宣伝・広告掲載希望者を募集します。

※詳細については、本会事務局（電話 77-8166）まで問合せ・ご相談ください。

次の方々から寄付がありましたので、ご報告いたします。

名刺
株式会社 栄和産業

再注文
割引有り

セット 枚

￥ ～ 税抜き

重度知的障碍者の職域拡大の為

名刺作り始めました。

綾瀬市吉岡東

あらゆるデザインに柔軟な対応をいたします！
※お礼状の作成を承っております。

寄付者の皆さま、まことにありがとうございました。

社会福祉のために役立たせていただきます。

〒252-1111
神奈川県綾瀬市上土棚北 4-9-20
TEL （0467）77-5153 ㈹ 
FAX （0467）77-4799
http://www.nichigen.co.jp

〒252-1111
神奈川県綾瀬市上土棚北 4-9-20
TEL （0467）77-5153 ㈹ 
FAX （0467）77-4799
http://www.nichigen.co.jp

●印刷全般・製本・加工
●企画・編集・デザイン
●名刺・封筒印刷

あ な た の 街 の 印 刷 屋

●コピーサービス
●カラーオンデマンド印刷
●大判カラー・モノクロ出力

印刷・デザイン・プランニング・コピー
広告 広告

訂正：142号８面「善意の灯」中の記載に誤りがあ
　　　りましたので、訂正しおわび申し上げます。
 （誤）匿名　→   （正）大澤　稔

143号　社協あやせ
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