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令和３年度

赤い羽根共同募金

共同募金にご協力いただき
ありがとうございました

1,010,390円

年末たすけあい募金

1,340,619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

2,351,009円

【赤い羽根共同募金】

（令和３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、箱根の森小学校、仙石原小学校、箱根中学校、紅葉会、奥箱根観光㈱、㈱広和建設、㈲堂畑造園工務所、㈲魚七、手打ちそば春本、

㈱勝俣工務店、㈲石井工務店、箱根温泉供給㈱、㈲中嶋企画、権現からめもち、神静建設㈱、芦ノ湖テラス、箱根瓦斯石油㈱、㈱西電工、

仙石高原開発㈱、早雲寺、㈲山、㈲ちもと、㈱上野工務店、箱根東亜荘、㈲箱根清掃公社、箱根温泉旅館ホテル協同組合、㈲内藤電機、㈲井島商店、

宗教法人箱根神社、㈲はつ花、㈲箱根美掃、㈱勝俣組、セントラル㈱、㈱小田急リゾーツ箱根ハイランドホテル、箱根建設㈱、神奈川パークス㈱、
㈲太原、そううん強羅、つちや歯科医院、勝俣裕一、㈱ホテル南風荘、尾泉内科医院、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、㈲箱根清掃公社、㈲ぽん太、神静建設㈱、

㈱勝俣工務店、権現からめもち、㈲井島商店、箱根瓦斯石油㈱、仙石高原開発㈱、野崎茂則、箱根温泉供給㈱、㈱仙郷楼、奥箱根観光㈱、

㈲山、㈲奈可むら、ユトリロ、㈱考創建築事務所、㈱勝俣組、セントラル㈱、箱根東亜荘、㈱広和建設、㈱上野工務店、㈲さがみ電化商会、
中條工、㈲三浦組、㈲内藤電機、㈲魚七、㈱小田急リゾーツ箱根ハイランドホテル、㈱西電工、村木豊彦、芦ノ湖テラス、箱根ロータリークラブ、
㈱ホテル南風荘、鈴木瞳、㈱昭電社、昭栄社㈲、箱根温泉旅館ホテル協同組合、㈲箱根美掃、甘酒茶屋、宗教法人箱根神社、鈴木慶一、
箱根建設㈱、神奈川パークス吉野、箱根町職員親和会、箱根町消防職員親和会

箱根町の募金の活用例
集まった募金は、このように様々な取り組みに活用しています。

（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附金は、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

年末たすけ
あい募金

住民の「憩いの場」サロン活動や、福祉
活動を行う地区社協の活動支援など

ボランティアの育成や活動助成、福祉教
育や災害時のボランティア活動費など

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）

箱根町社協においては、次の事業に活用しています
（令和３年度予算額

高齢者や児童、障がい者の福祉事業や、
災害見舞金、生活困窮者支援費など

フードバンク活動費（食料のおすそ分け）
など

その他、寄附者様のご寄附の使い道の意向に沿って、高齢者のための敬老祝い品
の購入費用や、障がい児のための交流会の費用、ボランティア団体への助成費用や、
生活困窮者に関する支援等、
「じぶんの町を良くするしくみ」として、箱根町の福祉
活動に活用されています。

～ “たすけあい” “ささえあい” のご協力をお願いいたします～

◦児童福祉に関する事業
◦障がい児者に関する事業
◦敬老祝い品の贈呈
◦生活困窮者支援・災害見舞金等
◦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
◦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
◦地区社協、サロン等への助成等
◦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
◦その他法人運営に関する事業費


2,320,000円）

405,000円

596,000円
367,000円
563,000円
300,000円

合計

89,000円
2,320,000円

第134号

2022年２月1日発行（2）

地域の話し合いの場～生活支援コーディネーター～
箱根町社会福祉協議会では、平成30年度より町からの委託事業として、生
活支援コーディネーター事業を受託しています。
生活支援コーディネーターの活動のなかで現在推進しているのが、町内各地
の自治会や民生委員、女性会、老人クラブ等の「地域の情報交換・情報共有の場」
である“地域のことを話し合う会”です。
現在、町内の５地区で“地域のことを話し合う会”を開催しており、
「コミュニティバス」「災害に
強い地域づくり」「地域の見守りやたすけあいの推進」といった町内の支えあいを進め、さらに暮ら
しやすい街になるような内容で地域ごとに話し合いが活発にされています。
住民の皆さんが日々考えている「地域に必要なこと」を社協（生活支援コーディネーター）も一緒
に考えさせてもらい、意見交換やアイデアにより「住民のみなさんと社協にできる活動」にしていけ
たらと思います。

仙石原

宮城野

話し合う会を起点に「コミュニティバスにこにこ号」の運行が

「災害に強い地域づくり」をテーマに、災害発生時の対応の中心にな

はじまりました！“気楽に”
“お互い様の精神”
“仙石原の底力”！

る、自治会・民生委員・女性会・老人クラブ・消防団の横のつながりを

運転ボランティアと添乗員の方々

作ることについて話し合われています☆

話し合う会

温

にこにこ号

泉

大平台あじさいの会の活動を参

湯

本

考とし、地域のたすけあい活動に
ついて検討されています☆

仲町では話し合う会から、男性が参加しやすいサロン「麻
雀会」がはじまりました。また、湯本地区社会福祉協議会に
よる「湯本たすけあいハンカチ」の検討に生活支援コーディ
ネーターが参加しています。

箱

根

「住民の困りごととは一体何なのか？を知ることからはじめる」というこ
とで、箱根地区内でのアンケート調査を考えています。

湯本たすけあいハンカチ

麻雀会（※新型コロナ流行前です）
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箱根町地域活動支援センター
「レインボー」
地域で活躍中です
地域活動支援センター「レインボー」は、障がいのある方々が、刺子ぞうきん等の手芸制作や軽作業な

どを行い、日常生活の訓練や社会参加を行う場です。特にここ最近力を入れている活動がこちら！
地域の美化清掃です♪レインボーのご利用者とともに、地
域に貢献しつつ地域の方々と共に豊かな生活を送ることがで

きるよう、地域に根差した活動を行っています。
また、定期的にレインボーのある宮城野地区の公民館や、
箱根町役場などで、ご利用者が一生懸命作った手芸品等の出
張販売を行っています。

活動の励みになるよう、見かけたらぜひお声掛けくださいね

～レインボーではご利用者を募集しています～
ご利用できる方

各種障がいの認定を受けている方（手帳をお持ちの方）

利用日時

平日

午前９時30分から午後３時まで

土・日・祝日・12月29日から１月３日まではお休みです。
場

所

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

問合わせ

82-2252（担当

新開）

～ご寄附の紹介～

生活福祉資金貸付事業

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。

低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対して、
資金貸付と必要な相談・支援により、
その世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の
促進を図ることを目的とした貸付制度です。
貸付には要件があります。
貸付の有無に関わらず、世帯の困りごとに関して
相談を受け付けています。
まずはお困りのことを窓口までご相談ください。

JAかながわ西湘
匿

名

桜木薬局

様

タオル、布等
388円

様

特例貸付も受付を行っています。

衣類

匿

名

9,287円

匿

名

3,000円

匿

名

介護用おむつ12パック

匿

名

テレビ１台

匿

名

黄色帽子 40個
子供用傘 ８本

匿

名

手編みマフラー ８本
タオル 30枚

匿

名

匿

名

5,000円

匿

名

20,000円

匿

名

タオル

原

真弓

靴下

様

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

４足

食料品

相談窓口

ＴＥＬ

０４６０ー８５ー９０００
担

当

山本・井上
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～はこね社協のクリスマスつながり応援隊！～
今年も実施しました！
12月といえば、
、
、はこね社協のクリスマスつながり応援隊！！今年
も実施しました★
昨年より実施しているこの事業は、町内の小学校に通う小学校６年
生を対象に小学校生活最後の思い出作りのお手伝いができればと企画
した、クリスマスカード交換企画です。
箱根町では３つの小学校から１つの中学校へ進学します。
そこで、他の小学校に通うお友達とクリスマスカードを交換し、中
学校へ進学した際の話すきっかけのひとつになってくれたらいいな～
とそんな思いからこの事業を実施しています。
申し込んでくれた子供たちには町内のお店が作ってくれたケーキ、
ピザやクッキーなどサンタさんからのプレゼントが♪
（クリスマスカードとクッキーは小田原短期大学の学生さんが、子供
たちが喜んでくれるように、と思いを込めて１枚１枚作ってくれまし
た♪）

可愛いトナカイさん☆

子供たちが一生懸命作ってくれたクリスマスカードをみて気持ちが
ほっこりしました

クリスマスカードと
プレゼント！！

参加してくれた子供たちにとって楽しいクリスマスの思い出になっ
てくれたら嬉しいです♪
ご協力いただいた関係者、申し込み頂いた皆様、本当にありがとう
ございました！

った
ってくださ
ケーキを作
♪
で
ん
さ
ェ
フ
ラッキィズカ

協

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。それに伴い、箱
根町手をつなぐ育成会主催、箱根町社協が協力し、箱根町役
場本庁舎住民ホールにて今年もイベントを実施しました！
ワークショップでは、寅のイラストの年賀状を作り、皆さん
楽しくイラストを描いていました♪
フルートミニコンサートにも沢山の人が集まり、今年も好評
で終了しました★
〇令和３年12月13日（月）～12月17日（金）
「絵画展示」
〇令和３年12月16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「フルートミニコンサート」演奏者：須藤英二さん

Luckyʼs Ｃafe

力

様

美味しいショートケーキを作ってくださいました！

芦ノ湖テラス

様

美味しいピザを作ってくださいました！

小田原短期大学

様

可愛いクリスマスカードや手作りクッキーを学生さんが
ボランティアとして作ってくださいました！
当日の配布には、先生たちもご協力くださいました。

～新しい仲間を
ご紹介します～
初心者ですが、皆さんと楽しい時間
を過ごしながら勉強させていただきた
いと思っています。
宜しくお願いします。

フルートのクリスマスコンサート♪
寅のイラスト、みなさん
お上手でした！

年賀状作成中！
みなさん真剣です。

○岩瀬

恵美（デイサービス）

