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共同募金にご協力いただき
ありがとうございました

http://www.hakone-shakyo.jimusho.jp

赤い羽根共同募金

1,056,876円

年末たすけあい募金

1,349,301円

今年度も皆さまのご協力を得て「赤い羽根共同募金」並びに「年末たすけあい募金」
を行ったところ、多くのご寄附をいただきましたのでご紹介いたします。

合計

2,406,177円
（平成30年12月31日現在）

【赤い羽根共同募金】

湯本地域自治会、温泉地域自治会、宮城野地域自治会、仙石原地域自治会、箱根地域自治会、箱根町ボランティア連絡協議会、さがみ
信用金庫（湯本支店・宮城野支店・仙石原支店）、箱根湯本郵便局、箱根宮ノ下郵便局、箱根強羅郵便局、芦之湯郵便局、仙石原郵便

局、宮城野郵便局、箱根町郵便局、JAかながわ西湘箱根支店、スルガ銀行箱根支店、横浜銀行箱根湯本支店、函嶺白百合学園小学校、
函嶺白百合学園中学校・高等学校、湯本小学校、箱根の森小学校、仙石原小学校、箱根中学校、株式会社広和建設、株式会社勝俣工務
店、有限会社内藤電機、株式会社魚幸商店、合資会社松月堂菓子舗、株式会社村上、仙石高原開発株式会社、有限会社はつ花、株式会
社上野工務店、有限会社極楽茶屋、芦ノ湖テラス、株式会社ホテル南風荘、箱根瓦斯石油株式会社、箱根温泉旅館ホテル協同組合、有
限会社中嶋企画スナック順子、東亜建設工業健保箱根東亜荘、株式会社天成園、箱根ロータリークラブ、有限会社中島工業所、有限会
社箱根美掃、宗教法人箱根神社、有限会社三浦組、箱根建設株式会社、有限会社箱根清掃公社、株式会社勝俣組、株式会社和泉館、箱
根町役場、箱根町職員親和会、箱根町消防職員親和会

（敬称略）

【年末たすけあい募金】
湯本地域自治会、温泉地域自治会、宮城野地域自治会、仙石原地域自治会、箱根地域自治会、鈴木瞳、有限会社魚七、箱根石油株式会
社、有限会社箱根清掃公社、株式会社村上、株式会社勝俣組、セントラル株式会社、奥箱根観光株式会社、株式会社勝俣工務店、箱根
瓦斯石油株式会社、株式会社広和建設、大雄山箱根別院、仙石高原開発株式会社、有限会社日清亭、株式会社昭電社、林泉寺、有限会
社山崎屋商店、有限会社山、つちや歯科医院、有限会社内藤電機、箱根温泉旅館ホテル協同組合、有限会社太原、箱根温泉供給株式会
社、株式会社魚幸商店、平井化粧品店、富士箱根測量、田勝会計、株式会社自笑園、株式会社上野工務店、株式会社甘酒茶屋、宗教法
人箱根神社、有限会社箱根美掃、株式会社和心亭豊月、芦ノ湖テラス、神奈川パークス株式会社、箱根建設株式会社、金湯苑、箱根町
職員親和会、箱根町消防職員親和会

～街頭募金のご紹介～
今年度は、毎年箱根湯本駅及び小田原駅で開催している赤い羽
根共同募金の街頭募金のほか、平成30年９月６日に発生した北海
道胆振東部地震の災害義援金募集の為の街頭募金を実施しました。
皆さまご協力ありがとうございました！

（敬称略）

～募金ってどのようにつかわれるの？～
ご協力いただいた寄付金は、神奈川県共同募金会を通じて、
「じぶんの町を
良くするしくみ」として、主に箱根町の社会福祉活動に使われています。
赤い羽根募金

〈赤い羽根共同募金街頭募金結果〉
合計

67,167円

【第１回】10月10日 箱根湯本駅
函嶺白百合学園小学校
【第２回】10月11日 小田原駅
函嶺白百合学園中学校・高等学校
【第３回】10月26日 箱根湯本駅
ボランティアの皆さま・箱根町役場の皆さま
【第４回】11月１日 強羅駅
箱根町地域活動支援センターレインボー
〈平成30年北海道胆振東部地震
災害義援金街頭募金結果〉
合計

14,972円

年末たすけ
あい募金

広域計画として神奈川県内の福祉施設
整備費や、災害時の準備金等
地域計画として主に箱根町の福祉事業

（社協が実施）
地域計画として主に箱根町の福祉事業

（社協が実施）

箱根町社会福祉協議会においては、次の事業に活用しています。
（平成30年度予算額

2,360,000円）

◦障がい児者に関する事業
◦敬老祝い品の贈呈・災害見舞金

182,000円

◦地域ネットワーク推進事業等
◦災害ボランティアセンターの整備
◦福祉ボランティアの育成・促進

370,000円

◦ボランティアグループの活動助成
◦ボランティア講座の開催

◦社会福祉大会の開催、広報紙の発行

220,000円

◦ボランティアセンター運営費

11月５日 箱根湯本駅
ボランティアの皆さま

◦地区社協、サロン等への助成等

※災害義援金については、全額を北海道共同
募金会へ送金し、公正、適正に被災対象地
域に配分されます。

◦資金貸付事業

9,000円
227,000円

◦地域福祉推進事業

◦小中学生のいる低所得世帯への年末慰問金の配分

◦共同募金事業等に関する社協活動費



300,000円
11,000円
1,041,000円
合計

2,360,000円
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生活支援コーディネーターの活動
～地域の課題は地域で解決～
平成30年度より社会福祉協議会に配置されている生活支援コーディネーターは箱根町がさらに住みよい街
になるよう、住民の皆さんと一緒に地域の困りごとを地域の中で解決できるようにお手伝いしています。
生活支援コーディネーターは住民の皆さんによる活動をサポートし、皆さんの活動が“地域力の向上”と
なるようにつとめていきます。
生活支援活動やサロン活動といった、住民の方々による地域活動は単なる労働力ではなく、地域の福祉力
の向上につながります。
子どもから高齢者・障がいのあるなしにかかわらず、箱根町が住みよい街になるといいですよね。

大平台あじさいの会
大平台あじさいの会では地域
の方々が草刈りやゴミ出しで活
躍中！買い物のお手伝いもおこ
なっています。

サロン活動は町内で10グループが活動中です。
きんとき寄せ木サロン

わくわく談話室

芦ノ湖サロン

畑宿おしゃべり会

大平台リンリン

お茶のみ会のほかに、
脳トレ・体操やゲームな
どで毎回盛り上がってい
ます。
また、宮城野の箱根老
人ホームさんがサロン参

宮城野やまゆり会

加のための送迎をお手伝
いしてくれています。

箱根町老人クラブ連合会・箱根町ボランティア連絡協議
会の会員さん向けに生活支援コーディネーターのお話をさ
せていただきました。
グループワークでは、地域について話し合い、
「近所づきあいで
気心が知れることが大切」
「地域の連帯感を高めたい」
「買い物する
ところがなくて困っている」などのご意見がありました。
皆さんの地域でもお話しする機会があれば伺わせていただきま
すので、まずはお電話でご相談ください。

町内外の活動を参考とする
見学会も随時受付中です。
「町内ではどんな活動があるの？」
「町外の活動を
見てみたい」という方は社会福祉協議会にご相談い
ただければ、ご紹介や同行をさせていただきます。
平塚市吉沢地区
福祉村での見学の様子

お問い合わせは…

0460－85－9000
ボランティア連絡協議会会員研修会での講座

老人クラブ担い手養成講座の様子

担当

井上
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みんなのクリスマス会
社会福祉協議会では、ノーマライゼーション【誰もが同じように
社会の一員として社会活動に参加し、自立して生活することができ
る社会を目指す理念】を、広く箱根町に普及し、暮らしやすい街づ
くりを進めています。
今年も、クリスマス（平成30年12月25日）に町内の小中高の学生
をお招きし、
「みんなのクリスマス会」を実施しました。

絵画ワークショップ&ミニコンサート
12月３日から９日は、障がい者福祉に関心を持っていただくため
の「障害者週間」と定められています。今年もともしびショップ
“First”と箱根町社会福祉協議会が共催して箱根町役場本庁舎住民
ホールにてイベントを行いました。
〇平成30年12月３日㈪～７日㈮「絵画展示」
〇平成30年12月４日㈫「絵画ワークショップ＆ミニコンサート」
第１部「絵画ワークショップ」講師：日向野 祥子さん
第２部「ハーモニカミニコンサート」演奏者：ハーモニーメイツ小田原

紙飛行機大会！

講師の日向野さん

みんなでジャンケン列車♪

松ぼっくりでクリスマスツリーづくり！

※一部画像を加工しています。

地域活動支援センター
レインボー

出張販売始めました！

センターでは利用者の方々が一つひとつ丁寧に様々な手芸品を作
成していますが、昨年の10月から、商品の出張販売を始めました！
これまで箱根町役場や箱根関所、小田原市川東タウンセンターマ
ロニエなどにおいて、利用者の皆さまと一緒に販売を行ってきまし
た。この世に一つしかないオリジナル商品は、大変好評で、利用者
の皆さまも自分が作った商品を自分で販売することが日々の活動の
原動力になっています。
今後も定期的に箱根町内において販売を通じて利用者の皆様の社
会参加を図っていく予定です。
販売日や場所等、お気軽に下記までお問い合わせください。

大好評！刺し子雑巾

お問い合わせ

かわいいお手製巾着

絵画をバックにハーモニカミニコンサート♪

デイサービスだより
～機能訓練のはなし～
『コタツでぬくぬく』が気持ち良い季節…つい体を動かすのを忘れ
がちになってしまいますね。社会福祉協議会のデイサービスに来た
日には、気持ち良く、楽しく体を動かせるようなメニューをご用意
しています。
毎週月曜日には、運動によって利用者様の身体能力や筋力を保て
るように、
『機能訓練』を行っています。看護師の指導のもと、座っ
たまま出来るメニューを中心に、頭から足先まで少しずつ体を動か
します。中には両手の指を別々に動かし、頭の体操になるメニュー
もあります。慣れない動きになかなかうまくいかず『あれっ？でき
ない！』…というのも仲間同士なら楽しく、利用者様も笑いながら
参加されています。
看護師による機能訓練を行ってい
ない火～金曜日には、介護員が先生
となり、座ったまま出来るタオル体
操などを行い筋力の維持を図ってい
ます。ご興味のある方は、お気軽に
お問い合わせください。見学も受け
付けています。

女性に人気！シュシュ

箱根町地域活動支援センターレインボー
ＴＥＬ

みなさん真剣です

８２－２２５２

お問い合わせ
85－3008まで
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～雪かきボランティアの出番です！～
今年で６年目 !!
○活動期間

「雪かきボランティア」が今年もはじまります！

平成31年１月４日～３月31日

「地域に貢献したい」
「自分の体力を生かしたい」
「困っ
ている人を助けたい」という方の応募をお待ちして
います！
ボランティアの募集は随時受付中です。
「雪かきし
てほしい」方は積雪があった際に箱根町社会福祉協
議会（８５－９０００）までご連絡ください！

ボランティア交流会の様子

～ご寄附の紹介～
住民の皆様よりいただいたご寄附を紹介いたします。
いただいたご寄附については、有効かつ適切に使用させていただ
きます。ご協力に心よりお礼申し上げます。
有限会社 井島商店
代表取締役社長 井島

章博

20,000円

平成30年11月より事業係の仕事を

22,553円

させていただいております。箱根に

タオル（50枚）

はよく観光で訪れており、たくさん

様

宮城野テレビ協会
会長 勝俣 俊雄 様
箱根登山鉄道労働組合
組合長 長尾
誠 様
土居 彰敏 様
田崎 吾郎 様
湯場商店会 ゆうの会
会長 井島 章博 様
望月 さなえ 様
株式会社 北海道箱根牧場
代表取締役社長 勝俣 克廣
匿名７件

～新しい仲間を
ご紹介します～

良い思い出があります。自然豊かで

除雪機（1台）
100,000円

四季を感じることができる箱根町が

20,000円
おむつ（15袋）
じゃがいも
様 （20㎏×25箱）
26,000円

好きです。皆さまと一緒に地域のこ
とを考えていけるよう、日々勉強し、
頂いた除雪機

初心を忘れず頑張ります。

○山本

久乃（事業係・援護担当）

～箱根大名行列に参加～
11月３日㈯箱根湯本で行われた箱根大名行列に、昨年も箱根

平成30年９月よりホームヘルパー

町社会福祉協議会から総勢７人の職員が参加させていただきま

として訪問介護の仕事をさせていた

した。昨年で３年目の参加となりますが、やはり毎年手が震え

だいております。介護施設での経験

るほど緊張します。それでも

を活かし、地域の皆さまのお役に立

日頃地域の皆さまに支えられ

てればと思います。どうぞよろしく

ている箱根町社会福祉協議会

お願いします。

として、少しでも地域貢献で
きればと一生懸命歩いてきま
した。

今年も、この顔を見たらぜ

ひ声をかけてくださいね顔

○鈴木

君子（はこね社協サービスセンター・訪問介護ヘルパー）

