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抜き取ってお読みください

社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき、市民の皆さまの参加と協力によって地域福祉の推進を図ることを目的とする民間の福祉団体です。 

社協あつぎ
ひとりひとりが主役 ！ みんなでつくろう、 地域の ふ（ふ だ ん の）く（く ら し の）し（し あ わ せ）
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　司法書士による成年後見相談を毎月第
２、第３水曜日
に行っていま
す。（予約制）
　また、市民後
見人の育成も
行っています。

成年後見人を
付けた方が良いと言われた

　地域福祉推進委員
会がミニデイや食事
会、敬老会など、い
ろいろなイベントを
開催しています。

家から出るきっかけ
がない

　より身近なところ
で立ち寄ることがで
きる場所のこと。
　地域福祉推進委員
会のほか、地域包括
支援センター、ボラ

ンティアなどが運営主体となった「居場所」
が多くオープンしています。
　「どこでやってる？」「新しく作りたい」
などのお問合せも大歓迎です。

「居場所」って、なに？

　「あんしんセンター」があなたの暮らし
の安心をお手伝いします。
　福祉サービスの利用援
助や金銭管理等を行って
います。

高齢や障がいにより、
お金の管理に困っている

　有料在宅援護事業「し
あわせライフサービス」
を提供しています。
　高齢者や障がい者、ひ
とり親家庭などで家事や
介助にお困りの方へ、地

域住民の協力会員がお手伝いに伺います。
（登録制）

ちょっとお手伝い
してもらいたい

　本会職員による福祉総
合相談があります。窓口
のほか、お電話でもお受
けします。

この相談、どこにしたら…

　ボランティアセンターで「ボランティア
活動保険」に加入することができます。ボ
ランティア活動や被災地応援などの前に加
入しておけば、自分も相手も安心です。

被災地へ応援に行く前に
ボランティア活動保険

に入ろう

　ケガなどで一時的に車いすが必要となっ
た時に、短期間の無料貸出をしています。

車いすが急に必要になった！

　本会の地区担当者がつなぎ役となり、課
題解決に向けてお手伝いします。

近所に気になるお宅が
あって…

　低所得世帯、高齢者または障がい者世帯
に対して、貸付のご相談に応じています。
　資金の貸付と必要な援助を行うことで、
その世帯の生活の安定と経済的自立を図る
ことを目的としています。
　貸付には条件や世帯収入の基準等があり
ます。

貸付の相談をしたい

　ボランティアスタートアップ講座をはじ
め、各種講座を開催しています。
　各地区地域福祉推進委員会でも、ボラン
ティア講座を開催しています。
　ご近所の高齢者施設・障がい者施設のイ
ベントボランティアの情報もあります。

ボランティア、
はじめの一歩が踏み出せない

　高齢・障がい等によ
り１人での外出や、公
共交通機関の利用が難
しい方に、有料の移送
サービス（ひばり号）
を提供しています。（登
録制）

バスや電車の利用はつらい

　「災害救援ボランティ
ア支援センター」を立ち
上げて、各地からのボラ
ンティアを受け入れ、被
災された方のお手伝いを
します。

災害が起きたら…

　体験型福祉教育として「点字」「視覚障
がい者の誘導」「車いす操作」「高齢者擬似
体験」「手話」「認知症サポーター養成」の
講師を、市内小中学校に派遣しています。
　企業への派遣などのご相談にも応じてい
ます。

子どもが「福祉教育」を
受けてきた

本会の行っている事業の一部をご紹介します！
生活の中で、こんな「困った」はありませんか？
あなたの「困った」の解決をお手伝いしています！

　問合せは☎225-2947まで。

社会福祉協議会ほら、
あなたの
近くに

※市内各地区には、自
治会長や民生委員児童委員、ボランティア等を
中心とした、その地区をより良くするための組
織、「地域福祉推進委員会」があります。
　本会では地区担当職員を配置し、活動を
支援しています。



「利用者一人ひとりの必要に応じた支援の
提供により、生活の質の向上を目指します」

清川ホーム

〒243-0112
愛甲郡清川村煤ヶ谷3293
☎ 288-2911  FAX 288-2912
E-mail kiyokawa@crest.ocn.ne.jp
http://www4.ocn.ne.jp/̃kiyokawa/index.htm

生活介護・施設入所支援
定員　50名
短期入所　 4名

見学・ボランティア歓迎

社会福祉法人　緑友会

〒243-0201　厚木市上荻野4835-1
TEL 046-291-0780 ／ FAX 046-291-0949
https://atsugi.kyoudoukai.jp

■知的障害者援護施設運営

社会福祉法人紅梅会
紅梅学園
施設入所支援 80名
生活介護 80名
短期入所 ３名
日中一時支援 10名

紅梅園

就 労 移 行 支 援 ６名

（令和元年9月下川入に
　　　　　新事業所開所）

就労継続支援Ｂ型 54名

紅梅ホーム
グループホーム9ヶ所 56名

特定相談支援事業所こうばい
〒243-0201　神奈川県厚木市上荻野5303番地
☎ 046-241-1621　FAX 046-241-6231
http://www.koubaikai.or.jp

神奈川県総合リハビリテーションセンター

七沢学園（知的障害児・者施設）
　　　　　生活訓練・生活介護事業

七沢療育園（重症心身障害児者施設）
　　連絡先（相談）046-249-2720

七沢自立支援ホーム
　　　　　（身体障害者施設）
　　　　　機能訓練事業
　　連絡先（相談）046-249-2308

住所　厚木市七沢516番地

社会福祉法人かながわ共同会

厚木精華園

共同生活援助（グループホーム）

相談支援事業所「ここから」

短期入所（ショートステイ）

障害者支援施設

厚木身体障害者等
生活介護事業所「とまと」

（２） 社 協 あ つ ぎ令和２年３月15日

　通院や外出、急なケガなどで、一時的に車いす
が必要となった市内在住の方に対して、２ヶ月間
車いすを無料でお貸しします。

問合先　援護係
　　　　☎ 225-2947

　募金にご協力いただきました皆さま、また募金
活動にご尽力を賜りました多くの関係者の方々に
心からお礼申し上げます。（２月20日現在）
◆戸別募金 11,577,257円 ◆職域募金　530,268円
◆法人募金 1,842,844円 ◆学校募金　260,165円
◆街頭募金　  932,815円 ◆その他の募金 231,644円

 合計　15,374,993円
　この募金は主に民間福祉施設や社協などに配分
され、地域福祉活動の財源として活用されていま
す。また、災害時の準備金として積み立てられ、
大規模災害時の復興支援活動に充てられます。
☆︎市内「神奈川工科大学」「松蔭大学」「東京工芸
大学」「東京農業大学」「湘北短期大学」に募金箱
を設置していただきました。また、学園祭等での
イベント募金もご検討いただいています。
　「募金箱」を設置していただける店舗・事業
所を募集しています。
問合先：共同募金会厚木市支会　☎ 225-2949

対　象　 　交通事故等（列車、電車、船舶、航空
機の運行上の事故を含む）による20歳未
満の遺児やその世帯で、市内に住所があ
る方。

　　　　 　見舞金については、県労働災害見舞金
の給付を受けていない交通遺児世帯。

申請方法　 交通遺児調書に必要事項を記入し提出。
（郵送可）

　　　　交通遺児調書は、本会事務所にあります。
問合先　援護係　☎ 225-2947

交通遺児
激励金・見舞金・福祉金の支給

日常生活における様々な悩み事相談は
福祉総合相談

車いす貸出

令和元年度
共同募金　実績報告

皆さまの善意　ありがとう　　
　　　　　ございます

厚木市農業まつり実行委員会 111,055円
JAあつぎ夢未kidsスクール 33,900円
国際ソロプチミスト厚木 50,000円
天理教 城都分教会 15,000円
天理教 よのもと会 厚木愛川地区 7,219円

（一社）神奈川県損害保険代理業協会 18,115円
（株）苅辺商店 52,619円
厚木愛甲地区更生保護女性会 20,000円
認定こども園 厚木幼稚園 4,810円
厚木市手話サークルあゆの会 581円
金子　忠 202,514円

　11月21日から２月28日までに善意
銀行・ふれあい基金へ寄附金を寄せら
れた方々です。（敬称略・順不同）

　私はメイサムホールで職場体験を行いました。
そこで２つのとても大切な事を学ぶことができま
した。
　まず、利用者の方にあわせた「気づかい」がと
ても大事だという事です。おふろやエレベーター
には車イスの方が入りやすいような工夫がされて
いて、様々な気づかいが見られました。中でも一
番驚いたのはお茶出しでの工夫です。ただのお茶
出しでも体調にあわせてとろみを付けたり、温度
やコップを変えたりしていて、ちょっとしたこと
で利用者の方を笑顔にすることが気づかいという
ものなんだ、と感じました。
　２つ目はただ利用者の方のお世話をするだけで
はないという事です。

　職員の方は利用者の方とお話する時も本当に楽
しそうにしていました。またリハビリやレクなど
でも高得点がでたりして一緒に喜んでいるのを見
ると、介護って「してあげる」だけと思っていた
けど、たくさんの喜びや人生の先輩としての知識
を「もらっている」のだと感じました。
　私は今回の体験で働くことの喜び、そして少し
の気づかいで笑顔になってくれる人がいることを
学びました。まだ将来どの職業に就くかわかりま
せんが自分の働きが誰かの笑顔になることを忘れ
ず、仕事からたくさんのことを学び、日々、人の
為自分の為に成長できる自分であるといいなと思
います。

☆︎参加中学校名（順不同）

・荻野中　・依知中
・東名中
☆︎受け入れ施設（順不同）

・メイサムホール
・甘露苑　・けいわ荘

　厚木市高齢者施設連絡協議会と本会では、毎年、市内の中学生を対象とした「高齢
者福祉施設一日体験」を実施しています。
　「自ら体験することで福祉への理解を深めてもらいたい」そんな思いで平成15年に
スタートしたこの事業。今年度は３校から10人が参加しました。高齢者とのふれあい
や、施設職員の高齢者への接し方を見て、それぞれ多くの気づきがあったようです。
　体験後に参加者から寄せられた感想文のうち、本会での審査により最優秀賞に選ば
れた作品を紹介します。

「働くことの意義」　東名中学校 ２年　植
う え

木
き

 彩
あ や

香
か

高齢者福祉施設一日体験

　「相模原市災害ボランティアセンター」に続
いて、「長野市災害ボランティアセンター」へ
職員１人を派遣し、12月12日～16日の５日間、
被災者から寄せられる様々な困り事とボラン
ティア活動希望者の調整等を行うことで復興を
後押しする「災害ボランティアセンター」の運
営に協力しました。
　本会でも、災害時には厚木市・厚木青年会議
所と協働で「災害救援ボランティア支援セン
ター」を設置・運営します。

長野市災害ボランティアセンターへ
職員を派遣しました

現在のボランティア受け入れ状況等については 
全国社会福祉協議会のホームページからご確
認ください。 https://www.saigaivc.com/

↑受付に並ぶボランティア

被害を受けた家屋→

「高齢者福祉施設で体験して」
依知中学校 ２年　植

うえ

田
だ

 美
り
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「高齢者福祉施設で体験して」
依知中学校 ２年　小

こ

西
にし

 栞
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大きく育て！福祉のこころ

最優秀賞 優秀賞

　市民の日常生活における様々な悩み事、心配事
などを気軽に相談できる窓口です。

相談日　平日８時30分～17時15分
　　　　（祝日・年末年始を除く）
場　所　厚木市保健福祉センター ５階
問合先　援護係　☎ 225-2947



ヘルパーさん　募集しています…
元気な挨拶と笑顔を大切にしたチーム
ケアを心がけています。一緒に働いて
みませんか。

事業内容（訪問介護）
・ヘルパー派遣

厚木市長谷825-8-101
☎︎046（270）6669　 046（270）6668
gotog@crest.ocn.ne.jp　　

社会福祉法人　すぎな会
一般相談・特定相談支援事業所

開所日　毎（水）９：00～16：00

https://www.sugina.or.jp

相談支援事業所すぎな
かながわライフサポート事業実施

～地域において自立した日常生活、社会生活を
 営むための相談をお受けいたします～

（地域相談支援、計画相談支援）

社会福祉法人　すぎな会
生活介護事業所

利用定員　60名

https://www.sugina.or.jp

デイセンターつくし
～地域で生活している知的障害者の方の

日中活動支援をしています～

社会福祉法人　すぎな会
共同生活援助事業所（介護サービス包括型）

利用定員　54名（全10棟）
設置場所　長谷・愛名・温水

https://www.sugina.or.jp

すぎな会生活ホーム
～地域での暮らしをより良い支援で

支えています～

社 協 あ つ ぎ （３）令和２年３月15日

【厚木南】SOMPOケアラヴィーレ本厚木、（株）藤川商店、（税）サンパートナー
ズオフィス、愛和興産（有）、（有）望月商店、厚木瓦斯（株）、吾妻商事（株）、おひ
さま、（有）ラ・メッセ、松和不動産、中南信用金庫厚木南支店、神奈川日産自動
車（株）厚木旭町店、日総工産（株）、富士産業（株）、（税）SaNo、ソニー（株）厚木
テクノロジーセンター、厚木ガス総合設備（株）、なごみ訪問看護リハビリステー
ション厚木南、福祉クラブ生協みんなの手、（株）特別警備保障厚木営業所、デイ
サービスさくら厚木、サンハウス（株）、（医）慈愛会塩塚クリニック、（株）毎日観
光社、行政書士厚木なでしこ法務事務所、おざわ法律事務所、（株）ミタケ電機商
会、新川勉税理士事務所、スウィートスポット

【依知北】（宗）源養寺、（有）マルモ米穀、（有）スカイ・ケイ・ティ、神奈川県内
陸工業団地協同組合、（宗）本立寺、（株）森材木店、（株）笹生鈑金、（株）光レジン
工業、（有）光輝技研、（有）川入園、飯田商店、（株）メイシンマテリアル、ニッコー
化成（株）厚木事業所、（宗）妙傳寺、徳川ファミリークリニック、（株）厚木玄林堂、

（株）イクヨ厚木工場、由利ロール機械（株）、日本フルハーフ（株）厚木工場、（株）
オート電機、（有）木村精密、（株）レヂテックス、晶栄工業（株）、（株）小林リビン
グ、（有）甘利園芸センター、厚木観光漁業協同組合、フレアーナガオ（株）、（株）
林田技研、ジェイシーアイ、行政書士大澤正幸事務所

【睦合北】井上ギフト商会、（有）寺久保商事、（株）ファイアート神奈川、（株）三田
造園土木、（有）明智興産、（株）北上製作所、（株）安斉組、（株）織戸商事、（株）シグ
マ、三晃販売（株）、（有）カーホープ、（株）ムンドグローバル、三協パイオテク（株）

【睦合南】山王建設（株）、猪熊勝夫税理士事務所、（株）成井設計、（株）ニクス、
丸山内科クリニック、（株）藤重、（株）朝日美装、松井産業（株）、加藤食糧（有）、
保育サポートキラキラ星、（株）FUTURESHIP、朝倉機工（株）、（株）大和商會、（株）
丸井電設、清高建設（株）、（有）厚木紙工、アクテス京三（株）、東日工業（株）、（株）
日本省力センター、（有）からたちの店、（宗）青松寺、マック（有）、（株）キタムラ・
アソシエイツ、（株）厚戀観光、（株）朝倉自動車、ネッツトヨタ湘南（株）厚木店、 

（株）ダイナナ厚木支店、（有）永野電工、セイコウ不動産（株）、（株）小倉電工社

【睦合西】（株）新日本工業、（有）清水総建、西嶌洋一税理士事務所、（福）聖和む
つみ会、（株）厚木教材社、渡辺酒店、（株）MANOI企画、有料老人ホームサニー
ライフ本厚木、（株）ハリマ建設設計、（株）ノジマ教材、田中クリニック、（株）難
波設計事務所、（株）旬フーズシステム、鈴建工業（株）

【荻野】野寺電気管理事務所、（宗）戒善寺、（株）荻野建設、（株）松陰、新日建基
（株）、（有）毛利米店、（株）内田造園、内田商事、学習塾弘学館、神奈川工科大学、
（有）林プロパン商会、（福）敬和会、沖測量設計（株）、きたやま歯科クリニック、
（有）難波商事、平塚信用金庫荻野支店、（有）神崎工務店、橘川幹男税理士事務所、
（株）開発工業、特進鳶尾教室、NPO法人福祉グループコアラ県央、馬嶋医院、（株）
コアテック、（株）タムラ、（株）ダスキンサンセイ、（医）友城会荻野クリニック、

（宗）養徳寺

【小鮎】人の森（株）華厳工場、厚木開発（株）、（宗）光福寺、愛甲建設（株）、（有）
高橋建装、（株）網元水産、若林建設（株）、（株）日比野設計、今泉産業（株）、（株）
五菱製作所、日本ピーマック（株）、（株）元湯、（株）国本精機、オオサキメディカ
ル（株）、（有）武田テント製作所、（株）酒井新、サントリーコーヒーロースタリー、
こうなん学院、協同組合厚木市資源再生センター、（株）ジャパンビバレッジホー
ルディング、（株）岩崎開発、田中水力（株）、（有）飯山観光

【南毛利南】（株）イノベイションオブメディカルサービス、（株）福澤工務店、（株）
ホース流通商事、（株）神菱商事、日本トランスポート（株）、（株）辰美屋葬儀店、

（有）金沢鉄筋工業所、旭商事（株）、東立化工（株）、（有）トラスト商会、コペル電
子（株）、（医）三思会東名厚木病院、（株）フタミ、（有）アプストエイチ、萩尾軌道
工業（株）、PFUクオリティサービス（株）、（株）テールウィンド、（医）後楽会な
がお眼科、平塚信用金庫愛甲石田支店、（株）内山造園、愛甲クリニック、（株）ケ
ンモチ電機、さくら総合企画（株）、（株）ブライト

【玉川】（株）市川屋、（有）中山石材店、（株）七沢荘、（宗）観音寺、（有）元湯玉川館、
（公財）神奈川県公園協会七沢森林公園、（医）藤和会厚木佐藤病院、（宗）聞修寺、
魚武、（有）西厚木明治牛乳卸売店、日産自動車（株）テクニカルセンター、（医）葵
会AOI七沢リハビリテーション病院

【森の里】（医）鉄蕉会亀田森の里病院、（合）スポルト厚木

【相川】（宗）長德寺、（株）プリンテック、（宗）延命寺、（株）ジェイエーアメニティー
ハウス、（有）小原レッカー、（有）館、（株）カナオリ、（有）セイワ・オプティカル、

（株）伊藤園厚木支店、（株）オガワ、鹿島道路（株）厚木営業所、相日防災（株）厚木
支店、シンセー機販（株）、野村マイクロ・サイエンス（株）、トッパン・フォーム
ズ・サービス（株）厚木物流センター、（有）山口屋商店、（株）アドバンストネット
ワークサービス、佐藤電工（株）、東名厚木健康センター、（有）本間紙器製作所、

（株）神奈川食肉センター、（宗）法雲寺、厚木ヤクルト販売（株）、（一財）サンモー
ル厚木まちづくり財団、（株）創和加藤設計、（株）山崎歯車製作所、（宗）福蔵院、
白銅（株）神奈川工場、（株）大東、（株）宮内、（株）石井、（医）沖縄徳洲会介護老人
保健施設リハビリケア湘南厚木、（株）新菱エンジニアリング、厚木流通団地協議
会、（株）南関東花き園芸卸売市場、（株）ネオフレックス厚木営業所、（有）マルコー、
湘南倉庫運送（株）、杉村運輸（株）、（株）トラストコンポーネンツ、旬味彩菜 心、

（有）コア企画、（有）足立保険サービス、富士見産業（株）、（株）ジャパンニューア
ルファ、小泉機器工業（株）厚木営業所、三高商事（株）

【緑ヶ丘】兼高企業（株）、（株）ファスマック、（有）西浜セミナー、オーマイ（株）
厚木工場、（有）緑ケ丘米店

【南毛利】（有）ダイシン工業、（宗）専念寺、吉岡動物病院、（株）オートラヴィ、
（株）東海ソフト開発、（医）秀栄会コシ毛利台歯科、（株）中須建設、（株）武蔵緑化、
三橋賢税理士事務所、（株）ハーバー・エステート、（株）河本総合防災厚木支店、

（宗）浄雲寺、タイガー消毒（株）、（有）山崎興産、日本ミラクトラン（株）、滝川工
業（株）、NPO法人ワーカーズ・コレクティブ キャリージョイ、（有）カットサロ
ンタカハシ、（医）観成会光ヶ丘医院、（株）放電精密加工研究所、（株）光学技研、

（株）カムス、（学）ソニー学園、大洋テクノ（株）、日本アクアラング（株）、（株）半
導体エネルギー研究所、デイサービスセンター福寿あつぎ長谷、（有）サークル・
アイ、笹兆ストアー、（株）あいゆう倶楽部、NPOあつぎみらい２１、（有）トマッ
クス、ラス・スーパーフライ（株）、（有）ワーク、リラフラワーショップ、（医）石
井耳鼻咽喉科医院、つぐ脳神経外科・頭痛クリニック、厚木管工事業協同組合、

（有）岩崎精工、盟友技建（株）、（有）道央物流、ファインツール・ジャパン（株）、
（株）ケアネット徳洲会グランレーヴ厚木

【依知南】（有）大塚自動車商会、進化工業（有）、（有）萩原精工、（株）東海流通、
（株）ハーベスト、ダイドービバレッジサービス（株）厚木営業所、三星産業（有）、
（医）箕浦会箕浦メディカルクリニック、（有）いさみやスチール家具店、リヒト精

光（株）、花物語あつぎ、飛鳥井不動産（株）、座本喜一司法書士事務所、（株）ヤマ
シタ厚木工場、（株）クリーンライフヤマシタ、（株）アバールデータ、厚木生コン

（株）、ベストトレーディング（株）、（福）坂の上会かねだチャイルド園、（株）つく
し電業所、（株）ショウリョク、厚木鳶職組合、（株）静科

世界心道教厚木原教会、ダイト空調工業（株）、（株）エー・アンド・エー建築
計画研究所、（株）大和ケミカル、ケアーズ山藤（株）、（宗）高德寺、村松事務所、
小澤秀介税理士事務所、アイティオフィス、（税）西総合会計、ちどりこども
クリニック、（有）浪花そば、（医）仁愛会近藤病院、（株）八鍬測量設計、（株）
小島組、（一社）厚木市建設業協会、（株）県央建設会館、厚木ガーデンシティ
ビル（株）、内田歯科、（有）加藤工務店、エイド（株）厚木営業所、HOTEL 
ONE 東海（株）、第一企業（株）、（株）プラスホーム、社会保険労務士大森エ
ミ子事務所、塩塚産婦人科、（有）市川板金工業、（有）山下材木店、（株）甘利園、

（株）CAR牧場、（宗）蓮生寺、バルスリサイクル、大生建材（株）、（株）小宮山
工務店、常盤産業（株）、常盤建設運輸（株）、 （株）ユー・エス・ビー、星野設
備工業（有）、（株）エルエーピー、鈴証建設（株）、（株）サンリー、（宗）法界寺、

（有）嘉孝建設、野川通信機製作所、（株）村井造園、（宗）本照寺、厚木つばき
の会、厚木市遊技場組合、日立オートモティブシステムズ（株）、中央カンセー

（株）、（有）ぱすてる、落合医院、森下正之税理士事務所、大澤歯科医院、（有）
松山製作所、（宗）広沢寺、厚木寿司商組合、（宗）龍鳳寺、（福）清琉会、旭化
成エレクトロニクス（株）、（宗）希心会、横浜低温流通（株）、鴻池運輸（株）厚木
流通センター営業所、平島運輸（株）、湘南物流（株）、堀硝子（株）、（株）明輝

【10口以上】

【厚木北】（株）斉藤衣裳店、（株）佐野金物、ナツメ鉄工（有）、三徳部品（株）厚木
営業所、（有）茶加藤厚木店、（有）東京ダイヨー器械店、（有）内田屋書房、日本精
工（株）西関東支社、国土開発工業（株）、（株）厚木生花、（株）アーバン、ヘアーサ
ロン　ホリ、（株）レンブラントホテルマネジメント、ビューティーアトリエ、（有）
今井孝不動産鑑定事務所、（宗）長福寺、（株）アイワ、大栄測量設計（株）、井上輪
業（有）、司法書士石垣公雄事務所、行政書士森正章事務所、（株）オーケーサポー
ト、厚木ビルメンテナンス協同組合、（有）足立原商店、佛匠厚木蓮華堂、西迫会
計事務所、新日商事（株）、磯村測量設計（株）、厚木市農業協同組合、須藤紳次郎
税理士事務所、（株）葵商会、（有）ゆず徳塗料店、（医）松和会、（有）ミヨシ自動車、

（医）弘徳会愛光病院、神央設備（株）、（株）岩﨑人形総本店、（株）ばんしょう、
NOK（株）神奈川支店、（株）桐生工務店、うぬま歯科、（有）むかむら商事、渡辺
毅弘税理士事務所、センチュリーコンサルタント（株）、（株）相新日本環境調査セ
ンター、平塚信用金庫厚木支店、イオン厚木オアシス診療所、（有）日栄不動産、
スルガ銀行（株）厚木支店、小林歯科医院、野村証券（株）厚木支店、（株）千石、フィッ
トネス＆スパココカラ本厚木、城南信用金庫厚木支店、（株）オフィス・アウル、

（医）天成会山口歯科医院、（株）ティーエムコーポレーション、（株）ノーマ、厚木
市廃棄物処理業協同組合、（株）県央冠婚葬祭互助会、（株）西田コーポレーション、

（株）欧文社、（公財）全日本不動産協会神奈川県本部県央支部、WE21ジャパン厚
木、三宅皮膚科医院、（有）山口ビル、（医）厚泉会厚木中町クリニック、（有）サン
不動産、あさひ矯正歯科医院、厚木補聴器、（有）ビジネスアシスト、スタディ
PCネット本厚木校、吉田税理士・行政書士事務所、本厚木法律事務所、ネッツ
トヨタ神奈川（株）ウエインズ厚木水引店、（公社）厚木法人会、（有）花甕、ソノー
美容室、理容てらたに、（株）波多野商店、（株）波多野商店駅前店、岩田ハウジン
グ管理（株）、（株）小林建築事務所

【１口以上】

賛助会員にご加入いただいた皆さま

地域福祉の

法人会員　492法人（うち匿名20法人）2,325,028円

応 援 団 ありがとう
ございます

　本会では、毎年７月に賛助会員への加入をお願いしています。令和元年度
も多くの皆さまにご加入いただき、ありがとうございました。　
　寄せられた賛助会費は、各地区地域福祉推進委員会の活動支援や本会の事
業費として地域福祉活動に活用しています。
　法人会員の皆さまをご紹介します。 ２月20日現在（敬称略・順不同）



愛 の 森 学 園

ボランティア募集中です。
お気軽にご連絡ください。

https://ainomori.or.jp
E-mail info@ainomori.or.jp

「豊かな自然に囲まれてあなたが主役の暮らしを」
社会福祉法人愛の森

・生活介護事業　　　定員70名
・施設入所支援事業　定員40名
・短期入所事業　　　定員２名
・グループホーム3カ所　定員16名
・日中一時支援事業　随時

社会福祉法人　すぎな会
障害者支援施設

入所定員　60名　　　短期入所　２名
ボランティアを随時受け入れています。

https://www.sugina.or.jp

すぎな会愛育寮
～利用者ひとりひとりを尊重し、
　　支援の多様化をはかります～

社会福祉法人　すぎな会
障害者支援施設

入所定員　80名　　　短期入所　4名
地域交流スペースを持ち、交流の場とし
て積極的に活用しています。

https://www.sugina.or.jp

すぎなの郷
～知的障害者の高齢者を中心とした　
　　　　　　　　支援をしています～

社会福祉法人かながわ共同会

愛名やまゆり園
○指定障害者支援施設
　施設入所支援(夜間)生活介護(日中)短期入所
〇愛名やまゆり園相談支援事業所
　(計画・地域移行・定着・障害児）
○飯山地区日中活動支援センター
　(生活介護・放課後等デイサービス）
○あいなホーム(グループホーム）
○しらゆり(就労継続支援B型）
○かえでの家(生活介護）
〇ひまわりの家(児童発達支援センター）
　ボランティア募集しています。
〒243-0038　厚木市愛名 1000 番地
☎ 046-247-0621　FAX 046-247-0189
https://www.kyoudoukai.jp
E-mail aina@kyoudoukai.jp

（４） 令和２年３月15日 社 協 あ つ ぎ

　今年度、地区地域福祉推進委員会との共催で地域ボランティア養成
講座を開催しています。今回は１月18日（土）と24日（金）の２日間、
睦合南公民館を会場に、子育てサロンボランティアの養成を目的とし
て実施し、両日合わせて47人の参加がありました。
　１日目は、横浜市戸塚区にある「認定NPO法人こまちぷらす」の
多田香菜氏・大塚朋子氏による講演。“自分らしい活動の始め方～私

の「やってみたい」から踏み出す一歩
～”と題し、活動の中から見えてきた
課題等についてお話がありました。続
いて「ボランティアを始めるにあたっ
て自分を知る」ワークと「子育てに関
する意見・悩みの書かれた葉（シー
ト）を選び、話し合うワーク」に取り
組み、終わりに主任児童委員から睦合
南地区子育てサロンの活動紹介を行
いました。

　２日目は、実際の子育てサロンでボランティアを体験。「初めて子
どもに関わったので、接し方が分からなかった」と戸惑いの声もあり
ました。
　当日は「NPO法人日本わらべうた協会」の田村洋子理事長による「わ
らべうた講座」もあり、とてもにぎ
やか。
　最後に参加者全員に受講修了証を
授与し、全日程が終了しました。
　「講師の方のお話がとても良かっ
た」「今後地区でやるにあたり参考に
なった」「少しでも自分に取り組める
ことは積極的にやっていきたい」と
感想があり、とても好評でした。

　成年後見制度の利用方法や後見人の実務に関することなど、司法書
士が相談をお受けします。
相談日　毎月第２・第３水曜日　13時～15時（１人１時間）
受　付　予約制。相談日の一週間前までに電話で予約。相談は無料。 
問合先　援護係　☎ 225-2947

　「あつぎしあわせライフサービス」は、住民相互の「たすけあい」
を基調としている会員制の有料在宅援護サービスです。

　自分らしい人生の最期を迎える準備について心配はありませんか。
　遺言書の作成、相続、任意後見制度、財産管理、死後の手続きの委
任契約に関することなど、司法書士が相談をお受けします。
対　象　 市内在住で、ひとり暮らしの高齢者または高齢者世帯で身寄

りのない方
相談日　毎月第２・第３水曜日14時～16時（１人１時間） 
受　付　予約制。相談日の一週間前までに電話で予約。相談は無料。 
問合先　援護係　☎ 225-2947

　点訳技術の普及を通じて、視覚障がい者に対する認識・理解を深め
るため、開催します。
対　象　市内在住で、講座終了後ボランティア活動が可能な方15人
　　　　（応募多数の場合は抽選）　　　
日　時　説明会　４月30日（木）　10時～正午
　　　　講　座　 ５月７日から12月17日までの木曜日のうち25回　

10時～正午
　　　　※日程や注意事項等の詳細は説明会でお知らせします。
場　所　厚木市保健福祉センター ４階 ボランティア研修室
参加費　1,540円
申込方法　 ４月８日（水）までに電話または

FAX（講座名・氏名・年齢・住所・
電話番号を記入）でお申し込みくだ
さい。

申込先　ボランティアセンター　
　　　　　☎ 225-2789　 FAX 222-7440
主　催　厚木市点訳赤十字奉仕団

↑子育てに関する意見・悩みの書かれ
た葉を選び、話し合うワーク

↑実際の子育てサロンでボランティア体験

厚木市権利擁護支援センター

募　集

成年後見相談

住み慣れた地域で安心して生活できるように

終活相談

点 訳 講 座

あつぎしあわせライフサービス

協力会員・利用会員　大募集！

① 相談、登録申請

③ 派遣依頼、
 　利用券購入

Ⓐ 登録申請
社会福祉協議会

Ⓓ 活動報告、
　 報酬請求

② 訪問、調査
　 登録決定

④協力会員派遣

Ⓑ
活動依頼

Ⓔ 報酬の支払い
   （１時間 900円～
     ※曜日、時間帯による）

協力会員利用会員
Ⓒ サービス提供

⑤ 利用券で支払い
（１時間 900円～  ※曜日、時間帯による）

問合先　援護係　☎ 225-2947

利用できる方
市内に住む高齢者や障がい者、
ひとり親家庭など、家事や介助
などにお困りの方

応募資格
心身ともに健康な市内在住者
（年齢・経験・資格不問）

内　　容
家事（調理・買物・洗濯・掃除等）、介助（通院等）、
相談（話し相手）、生活援助（草むしり等）など

2日目

1日目

地域ボランティア養成講座
～子育てボランティア編～

報告


