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大磯小学校合唱団
ご協力
第22回 大磯町社会福祉大会のようす

大磯町社会福祉協議会
社会福祉
法
人

2012
Jan

No.

※社会福祉大会の内容は２ページ３ページに特集しています

年 頭のごあいさつ

児玉

大磯町社会福祉協議会

会長

佐妥子

輝かしい新春を

お迎えのこととお

慶び申し上げます。

昨年は、東日本

大震災による水害

や風評被害という

心痛む出来事がありました。このような中

で大磯町社協には、多くの義援金が寄せら

れましたことを深く感謝申し上げます。

震災によって、改めて家族の大切さや地

域の方々とのふれあいの温かさ、そして人

と人との絆を強く感じた一年でした。

被災地では、今なお多くのボランティア

の方々が活躍されています。大磯町社協で

も、永年に渡り様々なボランティア活動が

繰り広げられており、このような日々のふ

れあいが、人々の絆を深め、安心して暮ら

せる町づくりの実現へと繋がるものと考え

ます。さらに、今後のボランティア活動の

“ 絆 ”を心から願っております。

役職員一同、本年も一層努力してまいり

ますので、皆様のご支援ご協力を賜ります

よう宜しくお願い申し上げます。
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「第 22 回大磯町社会福祉大会」が開催されました

町内の小・中学生 41 人が応募。10 人が入選に輝きました。
< 小学生の部 >
賞および作品名

（敬称略）

氏

名

学校名

大磯町社会福祉協議会長賞
福祉体験をして

武智舜太朗

国府小学校

神奈川県共同募金大磯町支会長賞
私に出来る福祉

今井

未佳

国府小学校

佳作
笑顔がいっぱい福祉体験

二見

悠太

国府小学校

佳作
福祉体験学習で思ったこと

大河内このみ 国府小学校

佳作
私の体験した福祉

仙北谷あすか 大磯小学校

氏

名

学校名

大磯町社会福祉協議会長賞
福祉と高齢化社会

松田

美紗

国府中学校

神奈川県共同募金大磯町支会長賞
大きな思い

堀井

美沙

大磯中学校

佳作
共に生きる

大橋

花歩

大磯中学校

佳作
あげない優しさ

草山

祥枝

大磯中学校

佳作
福祉を実現するために

力久

萌

国府中学校

福祉作文コンクールに入選された
児童・生徒の皆さま

シニア・小学生による合唱
・ドルフィン＆ブルーエコー
・大磯小学校合唱団（表紙写真）

ナーレイ フル ナニ
オ ケ カイアーウル

大磯町社会福祉協議会では、

仲手川千景

アトラクション出演者 紹介

フラダンス

回大磯町社会

・永年にわたり児童福祉に貢献されました
修代

日（ 土 ）
、第

順不同）

高麗地域福祉推進委員会
長者町地域福祉推進委員会
南下町地域福祉推進委員会
中丸地域福祉推進委員会
国府新宿地域福祉推進委員会
石神台地域福祉推進委員会
角田

10

福祉作文コンクール入選者

賞および作品名
（敬称略

洋子
仁美

22

<中学生の部>

・社会福祉活動に貢献されました

小島
新倉

月

<感謝>

栁田喜八郎
梅田喜代志
斉藤 清美
守屋 貞子

福祉大会を開催。式典では福祉活

尾崎 久子
寺地マスエ
飯田八重子
伊沢 弘子
柏木佳代子
小島きう子
土屋キク江
角田 史子
守屋タツ子
吉田マリコ
身障者介助ボランティア
録音ボランティアひびき

動功労者の表彰や大磯町福祉作文

・永年にわたりボランティア活動を通じて社会福祉の
発展に寄与されました

コンクールの入選者の表彰が行わ

敦子

れました。

内田

昨年は台風のためアトラクショ

碓井 和枝
中村都岐子

ンが中止になるなど、開催時間を

榮子
美智子

短縮した大会となりましたが、今

石川
鈴木

年は天候にも恵まれ、多くの方が

・永年にわたり社会福祉活動の発展に寄与されました

式典をはじめ表彰式やアトラクシ

順不同）

ョン、バザーなどにお越しいただ

（敬称略

き大変にぎやかな大会となりまし

〈表彰>

た。

今年は、19 名と２団体の方々の表彰、ならびに４名
と６団体へ感謝状を贈呈いたしました。

ご協力いただいた皆様、ありが

とうございました。

福祉活動功労者の皆さま

福祉活動功労者の表彰と感謝

29
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福祉作文コンクール大磯町社会福祉協議会長賞受賞 作品紹介

した。はこんでいったら、少し笑ってく
福祉体験をして
れました。おじいちゃんやおばあちゃん
国府小学校 五年 武智 舜太朗
と話をしたときに、戦争の話をしてくれ
ました。ぼくの知らない事を色々教えて
ぼくは、夏休みに
町の福祉センターで、 くれました。凍傷になったときは、火に
福祉体験をしました。 あたらず、体を動かして、自分の体の熱
で温めるんだよと教えてくれました。
おじいちゃん、おば
おじいちゃん、おばあちゃんは、僕と年
あちゃんの生活のお
手伝いです。お風呂に入った後のかみの が離れている分、色々な経 験をしてきた
毛をタオルやドライヤーでかわかしたり、 から話に引きこまれました。僕と通じ合
う 気 持ちがあると感じました。一日の体
くしでかみの毛をとかしてあげたりしま
験でも大変だったから、毎日お世話をす
した。おじいちゃん、おばあちゃんの話
も聞きました。お昼ごはんの用意をして、 る職員さん達は大変だと思うけど、あり
一人一人にはいぜんをしました。その時 がとうの言葉を聞けたり通じ合う気持ち
におじいちゃん、おばあちゃんが使うエ があるから、がんばれるのだと思いました。
ぼくは、福祉体験を通じて、人の役に
プロンやお手ふきをくばってあげました。
立つ仕事の大変さと、うれしさを知りま
福祉体験をする前日までは、緊張感で
逃げ出したいと思っていました。ぼくは、 した。これからも、人の役に立つ仕事を
してみたいです。
自分のおじいちゃんとおばあちゃん以外
のおじいちゃん、おばあちゃんと、あま
り せ っ し た こ と が あ り ま せ ん。 だ か ら、
福祉と高齢化社会
何を話したら良いか分からないし、どう
国府中学校 三年 松 田 美 紗
せ っ し た ら い い か 分 か ら な く て 不 安 で、
ぼくで出来るか心配だったからです。で
私は、これからお
も、福祉には興味があったし、人のやく
年寄りの方々ともっ
にたつ仕事をしてみたかったから、当日
とかかわりあってい
はがんばりました。
くべきだと思います。
自己紹介をしたら、こっちを見てくれ
なぜなら、日本は
ました。興味を示してくれたのかなと思
お年寄りがとても多い高齢社会だからです。
いました。おじいちゃん、おばあちゃん
第二次世界大戦後、ベビーブームがあ
のかみの毛をさわった時にどきどきして、 り、医療が発達したりとお年寄りの割合
こわごわやってしまったけど、かわかし
がどんどん増えてきています。約一〇年
てあげたら、
後、二〇二五年には国民の約二五％はお
「ありがとうねぇ。
」
年寄りという推計値が出ています。四人
と言ってくれました。すごくうれしかっ
に一人はお年寄りという計算です。この
たです。はいぜんは、くばる人数も多く
ことから今、私たちはお年寄りのみなさ
て、お手ふきやエプロンも手ぎわ良くく
んとはぜったいにかかわりあっていかな
ばるので、いそがしく大変でした。量が
くてはならない状況にあるのです。
多いので、運ぶ時にこぼさないか心配で
ですが、今このことは日本全体として

考えると、かかわりが強かったり弱かっ
たりと完全にはできていないと思います。
近年、日々とびかうテレビやニュースの
中に『孤独死』という言葉がでてきます。
なぜ、こういったことがおきているので
しょうか。それは、人とのかかわりを持っ
ていないからです。
孤独死をされてしまった方たちは、み
んな一人暮らしの方たちで、しかも病 気
にかかっていたことが 多いようです。家
からあまり出られず、とてもさびしく辛
い生活をおくっていたはずです。そういっ
た方々が求めているものというのは、
「自
分たちより動ける若い人たちの積極的な
手助け」だと思います。もし、これがち
ょっとでもあったなら、孤 独死 をされる
というのはなかったのではないでしょうか。
私 に は 祖 母 が い ま す。 そ の 祖 母 は、
一〇年前に祖父を亡くし、今でもずっと一
人暮らしの生活をしています。そして何
年か前にリューマチという 病 気になって
しまい、歩くのが前よりちょっと困難に
なってしまいました。重いものをもった
り、一人で出 歩 くことが難しいので、今
私達家族みんなで協力して週一度祖母の
ため、買い物をしたり、ゴミすてをしたり、
母が病院につきそってあげたりしていま
す。そして時々祖母は家に遊びにきます。
ご飯も一緒に食べたりして、お話もたく
さんするのですが、その時の祖母はとっ
ても幸せそうです。
一人暮らしをしているのに、とても明
るく元気なのは、私たち家族と接してい
るからだと思います。話すことで、祖母
はパワーをもらっている。そんな気がす
るのです。
人はだれかの支えがないとぜったいに
生きてはいけません。たった一人でも交
流を深めあうことができれば、その輪は

しだいに広がっていき、楽しく充実した
生活をおくることができるはずです。『誰
かと話す』たったこれだけで笑顔で、幸
せな気分になれます。私たちはこのこと
を支え、後押しするために行動をしてい
くべきだと思います。
ですが、例えば家族がいないお年寄り
の方々はどうなるのでしょうか。そこで
重要となってくるのは地域の人々の支え
です。
以前私は子ども会に入っていて、敬老
の日に手作りカードをお年寄りがいる家
に一軒一軒配りに行ったことがありま
す。その時、お年寄りの方々は笑顔でむ
かえてくださり、お菓子まで用意してく
ださったことを覚えています。そのあと、
顔見知りになり、あいさつができるよう
になった方もいます。
まず、こういった小さなことからかか
わりをもっていくということが大切なこ
となのではないでしょうか。地域の人々
とのつながりがあれば、家族のいないお
年寄りの方々でも笑顔でいられると思う
のです。
このように、これからの社会にむけて私
たちは、かかわりを持っていくべきなので
す。家族、地域の人々が一丸となり、お年
寄り一人一人を支えていくことが今の社会
にとって必要なこととなっているのではな
いでしょうか。ここで大切なことは、お年
寄りに〝関 心〟を持つこと、お年 寄りの
ためにどう行動をしていくべきか、
〝考 え
る〟ということです。誰でも、やがては必
ず『お年 寄り 』という 年 代になってしま
うのです。お年 寄りに対して優しい心で
接しあい、子どもも大人と一緒に教え、教
えられ、支 え、支 えられる社会になれる
ように行動していくべきだと思うのです。
（敬称略）

一歩踏みだそう！かおの見える町づくり

平成24年１月１日発行

９月１日から
12

月 日ま

でに次の方々から大磯町社

協にご寄付をいただきまし

た。福祉活動のために大切

に使わせていただきます。

「傾聴」とは、相手のお話を“聴く”ことです。
その技術を学び、施設などでボランティア活動をし
てみませんか！
と き 全４日（その他１日施設実習あり）
１月17日
（火）、１月23日
（月）、１月30日
（月）、
２月14日
（火） いずれも10：00～12：00
ところ 福祉センターさざれ石
参加費 500円（資料代）
対 象 町在住の方。全日程受講可能な方で、講座終了後、
傾聴ボランティアとして活動していただける方。
問い合わせ・申し込み
大磯町地域包括支援センター ☎61－9966

（敬称 略 ・ 順 不 同 ）

「傾聴ボランティア養成講座」
のお知らせ

【寄付金】

が と

あ り

西小磯東納税組合・大磯町

社交ダンス愛好会・えぷろ

んの会・のぞみ会・ふれあ

いサロン・ボランティアお

中南信用

りづる・大磯あじさいクラ

ブ・飯田八千代

金庫本店営業部 山王町

商店会 大磯町農業経営

士会 ダンシング湘南

件

２２３，９５３円

日本キリスト教団大磯教会

合計

総額

【寄付物品】

媽媽厨房

（高齢者３事業へ食事）

片山真理子（衣類）

（車いす）

５件

匿名 （紙おむつ２件）

合計

皆様からの心温まる善意あ

りがとうございました。
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10

う

ケアセンターさざれ石
協力員募集
町立福祉センターさざれ石
週１日（月曜日から金曜日）
①午前９時から午後１時
②午前９時から午後４時
①1,500円
②3,000円
協力内容 デイサービス利用者のお手伝い
Ａ 厨房担当：昼食作り、おやつ作り等
Ｂ デイルーム担当
⑴ご利用者とのお話し
⑵お茶入れ、配膳
⑶入浴後のドライヤーかけ等
問い合わせ 大磯町社会福祉協議会 ☎61−9390
場
日

所
時

社協事業のご紹介 日常生活自立支援事業 ～おおいそあんしんセンター～
住み慣れた地域で安心した生活がおくれるよう、あ
なたの暮らしを応援します。
自分一人で契約や判断をすることが不安な方のため
に預貯金の出し入れや通帳・印鑑の管理、併せて福祉
サービスの利用を支援いたします。
ご利用する場合は、弁護士、医師、社会福祉の専門
職、行政職員による審査会の判定に基づき、支援いた
します。

まずは、ご相談ください！そこから手続きが開始します。
ご相談は…
大磯町社会福祉協議会へ

【賛助会員追加報告】

左記のとおり加入いただ

（敬称略）

湘南家電

柳島屋青木店

１件

きましたので報告させてい

日

12

ただきます。

９月

日

15

☎61－9390

５，０００円（１口）

９月

日

16

５，０００円（１口）

９月
３，０００円（３口）

＊編集後記＊

号 は、 社 会 福 祉 大 会

や、リフレッシュ交流会な

ど、大変盛況に行われた催

しを特集しましたが、皆様

の笑顔や元気さが、読者の

皆様に伝わりましたでしょ

うか？

今年も皆様に元気をお届

けできるような紙面づくり

を目指していきたいと思い

ますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

106

たとえば、こんなことを支援しています！
・ヘルパーさんに来てほしい。
・お金の支払いでいつも困ってしまう。
・通帳、印鑑など大事なものを預ってほしい。

