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～災害に負けない箱根町へ～

台風19号の被害に対しボランティアセンターが活躍！
令和元年10月12日から13日にかけて関東地方や甲信・東北地方で記録的な豪雨災害をもたらした台風
19号は、この箱根町においても土砂崩れなど、地域の住民の方の生活に大きな被害をもたらしました。
本会のボランティアセンターでは、小田原青年会議所を始め、神奈川県災害ボランティアネットワーク
などの協力を得て、住宅の土砂の撤去など、被害者に寄り添ったボランティア活動を行いました。

〇ボランティアセンターにおける災害支援活動状況
NO.

活動日

活動地域及び活動内容

活動団体及び人数

所要時間

◦二ノ平
① 10/16（水）◦敷地内に入った土砂の撤去 小田原青年会議所８名
◦家屋内の清掃

６時間

◦二ノ平
② 10/16（水）
小田原青年会議所３名
◦敷地内に入った土砂の撤去

１時間

◦二ノ平
③ 10/16（水）
小田原青年会議所３名
◦敷地内に入った土砂の撤去

１時間

～

10/20（日）◦小涌谷
神奈川災害ボランティア 11時間
◦敷地内に入った土砂の撤去
④
ネットワーク12名
（延べ２日）
10/21（月）◦土嚢積み
◦仙石原
神奈川災害ボランティア
⑤ 10/23（水）◦家屋内に入った土砂の撤去
ネットワーク４名
◦家屋内の清掃
合
計

延べ相談件数

13件

延べ活動件数

６件

７時間

延べボランティア数

30名

今回の災害では、ボランティアの皆さまとの協力による災害支援の他、町内の関係
福祉施設への資材の提供等、平時からの関係機関とのつながりを活かし、町内の福祉
の中核機関として、復興に向けた活動を行いました。
支援をさせていただいた住民の方からは、
「今まで自分もボランティアとして活動し
ていたけど、自分がボランティアをされる側になって本当にありがたみが分かりまし
た」と感謝の言葉をいただきました。
箱根町社会福祉協議会では今回の経験を活かし、今後更なる災害が発生したときに
備え、災害ボランティアセンターの開設等の準備を進めるなど、ボランティアの皆さ
まと共に【福祉の力で地域を支える町づくり】を行っていきたいと思います。

〇ご協力いただいた団体
被災地での支援経験の豊富な方を始め、以下の団体・企業の皆さまに
協力のお声かけや、活動への参加、物資の支援等の直接的なご支援をい
ただきました。
名

称

内

容

公益社団法人小田原青年会議所様

人員派遣・物資の提供

特定非営利活動法人神奈川災害ボランティア
ネットワーク様

人員派遣

エーコープ関東様

物資の提供

社会福祉法人宝安寺社会福祉事業部様

普及啓発活動

〇もしもに備えて…
社会福祉協議会では、箱根町との協定に基づき、大規模災害の際、箱根町からの要
請により災害ボランティアセンターを開設します。
災害ボランティアセンターでは、県内外からのボランティアを募集し、被害にあわ
れた住宅の土砂の撤去や片づけなど、ボランティアを派遣し住民の皆さまの災害支援
を行います。
また、この災害ボランティアセンターに関する費
用については、皆様にご協力いただいている赤い羽
根共同募金の一部が使われています。
もしもの際には、災害ボランティアセンターにつ
いての情報を発信いたしますので、ぜひご活用くだ
さい！また、今後とも共同募金へのご協力をお願い
いたします！
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神奈川県共同募金会実施

第43回 福祉作文コンクール
「思いやり」や「たすけあい」の心を育み、
「ともに生き
る福祉社会」の実現を目指して始められたこのコンクール
は、今年で第43回を迎えました。
県内の小・中学校の応募の中から、箱根町ではお２人が

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
根町社協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。
〇令和元年12月３日（火）～９日（月）
「絵画展示」
〇令和元年12月５日（木）
「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

受賞されました。

◦優秀賞 函嶺白百合学園小学校 ５年
小村仁子さん
「バリアフリーについて考えたこと」
◦準優秀賞 函嶺白百合学園小学校
園田綺奈さん
「わたくしのかみのけ」

トートバッグに絵付けをしました♪

みなさん集中して絵を描いてます！

１年

絵画をバックにハーモニカコンサート

受賞作品は箱根町社会福祉協議会のホームページに掲載しています。

～新しい仲間を
ご紹介します～

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。
箱根町に住む仲間として、楽しくみんなでクリスマスを過ごし、交流を
深めることを目的として、今年もクリスマス（令和元年12月25日）に町内
の小学生から高校生をお招きし、
「みんなのクリスマス会」を開催しました。
かわいい
デコレーション
カレー！

令和元年10月より箱根町社会福祉協
議会の主に地域福祉、ボランティアセ
ンターを担当させて頂いております。
みんなが楽しく、元気に過ごせる街
づくりを目指して、箱根の皆様と沢山
関わっていきたいと思っております！！
よろしくお願いします。

○曽我

菜々子（事業係・地域福祉担当）

令和２年１月より、はこね社協サー
ビスセンターにて介護支援専門員を務
めさせて頂いております。
箱根駅伝の熱戦とともに、箱根の春
はスタートします。
箱根全山に届く柔らかい陽射しは強
く、美しい。そんな「人」と「自然」
の宝庫『箱根』を応援します。
I LOVE 箱根！

○勝呂

丈二（はこね社協サービスセンター）

だるまさんが転んだ！
みんなで小物づくり♪

～箱根大名行列に参加～
11月３日（日）箱根町で行われた箱根大名行列に、今年も箱根町社協か
ら職員が参加させていただきました。今年で４年目の参加となります。日
頃地域の皆さまに支えていただいている感謝の気持ちを胸に、少しでも地
域貢献できればと参加し
た職員全員、当日は沿道
の沢山の観客の方と共に
楽しみながら箱根の町を
歩かせて頂きました。
来年も、この顔を見た
らぜひ声をかけてくださ
いね
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今年で７年！

～ご寄附の紹介～

雪かきボランティア
平成25年度から活動を開始した【雪かきボランティア】
も今年で７年目となりました。これまでの６年間で延べ67
名の雪かきボランティアが活動し、同じ数の方々の“除雪”
という課題を解決してまいりました！
今年も町内外の【箱根町内の困っている人を助けたい】
という、冷たい雪に負けない、熱い気持ちを持った22名の
ボランティアが登録をしてくださっています。
雪が降ったら社協に相談！

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、ご趣旨を体しまして有効
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。
株式会社Ａコープ関東

みかんジュース
24×30ケース

様

三郷町民生児童委員協議会千畑支部
支部長 進藤 敏美 様

２０，
０００円

湯場商店会
会長 井島

２０，
０００円

ゆうの会
章博 様

箱根を歩く会
会長 村上 東司

７，
４００円

様

株式会社 北海道箱根牧場
代表取締役社長 勝俣 克廣

様

じゃがいも（20㎏×20箱）

匿名５件

※ご利用には要件があります。ご相談時に確認させて
いただきます。

箱根町地域活動支援センター
「レインボー」
ご利用者募集中！

「レインボー」では、就労することが困難な障害のある方々が、通いで日
常生活を共に営み、集団生活やものづくりなどの活動を通じて、社会に参
加し生活の自立を目指した活動を行っています。製品販売で得た収入はご
利用者へ工賃としてお支払いしています。
各種障害の認定を受けている方、又は障害福祉サービスを利用している
方が対象となります。まずは箱根町社会福祉協議会までご相談ください！
運営日時

運営場所
具体的仕事
職員体制

平日 午前９時から午後５時まで
休日、１月２日、３日、12月29日から31日はお休みです
※年数回イベントなどへの参加のため休日営業あり
※お昼はお弁当を注文しみんなでたべます♪
箱根町総合保健福祉センターさくら館１階
箱根町宮城野881番地の１
紙箱の作成、布の刺し子、古紙回収など
４名 （施設長、支援員３名）

５，
０００円

北海道箱根牧場さんのじゃがいも!!

急 募!!
社協では一緒に働く仲間を募集しています。やりがいのあ
るお仕事です！一緒に働いてみませんか!(^^)!
〇 訪問介護事業所ヘルパー（パートタイム）
業務内容 高齢者、障がい者等に対する生活支援・身体介護
資
格 介護福祉士
（ヘルパー２級又は訪問介護員初任者研修修了者の方もご相
談ください）
経
験 経験あれば尚可（未経験でも丁寧に対応します）
給
与 時 給 1,400円～1,600円
交通費 20円/㎞（自己所有車を使用していただきます。
）
時
間 シフト制（直行直帰）。※訪問先での労働時間のみ時給額が発
生します。
※週１回１時間から、決まった曜日の午前のみ午後のみなど、
働き方はそれぞれです。働きたい方の予定に合わせて働けま
す。
※希望の勤務地域等も考慮することができますのでご相談く
ださい。

箱根町では介護の仕事につくと
温泉施設の利用券がもらえます

応

募

詳細等について先ずはお気軽にお電話ください
皆さんと共に、楽しく作業しながら、社会参加のきっかけを作りませんか？

☎８５－９０００

担当

栢沼
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令和元年度

共同募金にご協力いただき
ありがとうございました

赤い羽根共同募金

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」

合計

1,088,135円

年末たすけあい募金

1,244,104円

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。

2,332,239円

【赤い羽根共同募金】

（令和元年12月31日現在）

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、箱根町女性会連絡協議会、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、㈱広和建設、㈱勝俣工務店、㈲内藤電機、
㈱魚幸商店、尾泉内科医院、奥箱根観光㈱、つちや歯科医院、㈲魚七、㈱村上、㈱小田急リゾーツ箱根ハイランドホテル、㈾松月
堂菓子舗、仙石高原開発㈱、㈲太原、神静建設㈱、セントラル㈱、㈲はつ花、㈱上野工務店、富士箱根測量㈱、箱根温泉供給㈱、
神奈川パークス㈱、㈱西電工、芦ノ湖テラス、箱根瓦斯石油㈱、㈱ホテル南風荘、箱根温泉旅館ホテル協同組合、㈲中嶋企画、東亜
建設工業箱根東亜荘、ギャラリー風知草、箱根ロータリークラブ、㈱和泉館、㈲箱根美掃、宗教法人箱根神社、㈱勝俣組、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、鈴木瞳様、㈲井島商店、金湯苑、
㈲ちもと、㈲太原、㈱小田急リゾーツ箱根ハイランドホテル、㈱昭電社、㈱西電工、㈱山家荘、㈲魚七、青木建具店、㈲箱根清掃公社、
㈱村上、㈱勝俣組、セントラル㈱、奥箱根観光㈱、㈱勝俣工務店、箱根瓦斯石油㈱、㈱広和建設、仙石高原開発㈱、㈲山崎屋商店、
㈲内藤電機、箱根温泉旅館ホテル協同組合、箱根温泉供給㈱、㈱魚幸商店、㈱上野工務店、㈱ホテル南風荘、㈱甘酒茶屋、宗教法人箱
根神社、㈲箱根美掃、尾泉内科医院、芦ノ湖テラス、㈲工房かたせ、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、例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、令和元年台
風19号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

～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

ありがとうございました。
〈赤い羽根共同募金街頭募金結果〉
合計 43,543円

（敬称略）

年末たすけ
あい募金

【第１回】10月１日 箱根湯本駅

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）

ボランティアの皆さま、箱根町役場
の皆さま

【第２回】10月11日

箱根町社会福祉協議会においては、次の事業に活用
（平成31年度予算額 2,260,000円）
しています。

小田原駅

函嶺白百合学園中学校・高等学校
〈令和元年台風19号災害義援金街頭募金結果〉
合計 48,572円

12月５日

箱根湯本駅

◦障がい児者に関する事業
◦敬老祝い品の贈呈・災害見舞金

130,000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

社会福祉法人宝安寺社会事業部、小田原青年会議所、ボランティアの

◦福祉ボランティアの育成・促進

皆さま、箱根町役場の皆さま

◦ボランティアグループの活動助成

591,000円

◦ボランティア講座の開催

※災害義援金については、全
額を中央共同募金会へ送金
し、公正、適正に被災対象
地域に配分されます。

◦社会福祉大会の開催、広報紙の発行、HPのリニューアル 1,036,000円
◦ボランティアセンター運営費

9,000円

◦地区社協、サロン等への助成等

194,000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


300,000円
合計

2,260,000円

