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※市外局番の記載がない場合は、市外局番は「0463」です。

2020年12月25日発行（2）社協にのみや 139号

社協の動き

9月

10月 11月 12月
○横断連携会議
   （町、社協、包括の連携会議）
○地域ケア会議
○ともしびショップ
　運営委員会
○登録ヘルパー定例会（リモート）
○心配ごと相談

○理事会
○地域ケア会議
○評議員会
○広報部会
○地区社協部会連絡会
○横断連携会議
   （町、社協、包括の連携会議）
○地域ケア会議
○登録ヘルパー定例会（リモート）
○心配ごと相談

○広報部会
○横断連携会議
   （町、社協、包括の連携会議）
○ボランティアセンター
　情報交換会
○地域ケア会議
○登録ヘルパー定例会（リモート）
○心配ごと相談
○社協にのみや第139号発行
○まかせて会員養成講座

○横断連携会議
　（町、社協、包括の連携会議）
○登録ヘルパー定例会（リモート）
○心配ごと相談談

今年もありがとうございました       二宮町社会福祉協議会  会長　伊勢田 博司

　2020年も残すところあと僅かとなりました。皆さまにおかれましては益々
ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　さて、本年は、新型コロナウイルスという見えない敵と戦った一年となりま
した。東京オリンピックをはじめ、社協の計画事業等もほとんどが中止及び延
期となりました。町民の皆さまにおかれましても外出自粛等も影響し、心身と
もに大きなご負担があったことと思います。ただ昨年に比べ、台風等の被害が
少なかったのは大きな救いであったと感じております。
　来る2021年は、本町にとりまして佳き年となりますことを期待し、皆さま
には、素晴らしい新年をお迎えくださいますよう心からお祈り申し上げ、年末の挨拶とさせていただ
きます。

一般会費 賛助会費 特別会費
会費口数 

合　　　　　計

合　　　　　　　計

協力団体・協力企業

7,763.1口 131口 48口 4,383,550円

各 地 区 社 協 部 会 7,763.1口 125口 15口 4,206,550円

6口 33口 177,000円

《賛助会員》（団体・企業のみ掲載しています）

《特別会員》 （敬称略・順不同）

二宮町商工会、 二宮町人権擁護委員連絡協議会、 二宮町民生委員児童委員協議会、 大磯保護司会、 二宮福進会、二宮町遺族会、 
秋山光洋、池田東一郎、 井上浩、鈴木清二、善波宣雄、 柳川幸司、 古澤時衛、匿名（3名）、NPO法人たすけあいワーカーズ
大空、山安二宮店、（株）二宮設備工業所、 （株）信愛、   （株）サン・ライフ、羽根社会保険労務士事務所、（株）ミヤギ、（株）
藤田電機製作所、（一社）かながわ土地建物保全協会西湘サービスセンター、（医）井上整形外科、 （医）光進会つばさ歯科医
院、 鈴木歯科矯正歯科、さいとう歯科、上杉歯科医院、（有）露木商会、（社福）心泉学園、（社福）一燈会メゾン・二宮、オ
リーブ訪問看護ステーション、（社福）寿考会二宮寿考園、二宮町身体障害者福祉協会、大磯地区更生保護女性会二宮支部、
二宮町ゆめクラブローズ二宮、サンプリンティングプロセス、（学）恵愛学園二宮めぐみ幼稚園、 さがみ信用金庫二宮支店

二宮町議会、 二宮町地区長連絡協議会、 二宮町部長会、二宮町課長会、中南信用金庫二宮支店、 中南信用金庫中里支店、朝日新
聞二宮専売所、  （株）カトー二宮営業所 、二宮胃腸内科クリニック、山本耳鼻いんこう科クリニック、 いのうえ歯科医院、（社
福）寿考会みちる愛児園中里ナーサリー、（株）桑野電機、野原落花生店、さくら診療所

二宮町社協会費納入状況報告
　日頃より、町社協の活動へのご理解ご協力ありがとうございます。
　令和２年度11月末までに皆さまからいただいた会費は下表のとおりです。各地区社協部会で集めていただい
た金額の40％は各地区社協部会の活動費として活用させていただきます。その他、広報紙の発行やボランティア
の育成・支援、心配ごと相談などに活用する予定です。今後も町社協の活動にご理解ご協力をお願いします。
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　成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が
不十分な方について、家庭裁判所に申し立てを行い、本人を援助する人（成年後見
人等）を選任し、その人に法的な権限を与え、本人の代わりに法的行為を行うこと
が出来るようにする制度です。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
　☆成年後見の利用には費用がかかり、後見制度の内容により異なります。

補助 補佐 後見

対象となる方 １人で判断する能力が
不十分な方

１人で判断する能力が
著しく不十分な方

一人で判断する能力が
ない状態の方

※後見人等は裁判所が決めます。

　すでに判断能力がない、あるいは著しく低下しているために、契約上のトラブルや財産管理に問題を抱

えている場合、または被害を未然に防ぐために利用する制度です。

　本人の判断能力の程度により、「補助」「補佐」「後見」の３つの制度が用意されています。

≪法定後見制度≫

≪任意後見制度≫

問合せ:地域包括支援センターなのはな　TEL : 71-7085

　将来、判断能力が低下したときに備えて、誰にどのような支援をしてもらうか、公正証書で契約を結ん

でおく制度です。　　　　　　　　　　　　　　 ※誰に何をしてもらうかは、自分自身で決められます。

成年後見制度って何だろう？成年後見制度って何だろう？ ～ワンポイント介護講座～～ワンポイント介護講座～成年後見制度って何だろう？成年後見制度って何だろう？ ～ワンポイント介護講座～～ワンポイント介護講座～成年後見制度って何だろう？成年後見制度って何だろう？ ～ワンポイント介護講座～～ワンポイント介護講座～成年後見制度って何だろう？ ～ワンポイント介護講座～

担当：石塚
TEL：73-0294

地域包括支援センター・居宅介護支援
事業にかかる業務（高齢者等の支援、
相談対応、ケアマネジメントなど）
○主任介護支援専門員・社会福祉士・
　介護支援専門員のいずれか
○普通自動車免許（AT限定可）
○基本的なパソコンスキル
月曜日～金曜日
8時30分～17時15分
（祝日・年末年始を除く）
12月25日～1月29日

仕事内容：

資　　格：

勤務条件：

募集期間：

私たちと一緒に
仕事をしま
せんか！！

問合せ：二宮町社会福祉協議会　事務局

正規職員募集正規職員募集正規職員募集 地域包括支援センター非常勤職員募集地域包括支援センター非常勤職員募集地域包括支援センター非常勤職員募集
介護予防ケアマネジメント業務
その他、地域包括支援センター業務
（会議出席、窓口業務、電話対応）
介護支援専門員 ケアマネジャー
普通自動車免許(AT限定可）
基本的なパソコンスキル
二宮町役場１階（二宮町二宮961）
バイク・自転車通勤可
マイカー通勤の場合はご自身で駐車場
を確保してください。
1,500円（月末締め、翌月5日払い）
①8時30分～17時15分
②8時30分～16時00分
（①②のどちらか選択可）
土曜日・日曜日・祝日・年末年始
年休制度あり

仕事内容：

資　　格：

勤務場所：

時　　給：
勤務時間：

休　　日：

問合せ：二宮町地域包括支援センターなのはな
　　　　　担当：松本裕太
　　　　　TEL：71-7085

※雇用条件の詳細や応募方法につきましては、お電話にてお問い合わせください。
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指定相談所開設

　目の前の問題が法的トラブルかどうか分
からない、どのように解決していったらい
いのか分からない。そんなときは、法テラ
スへお問い合わせください。迷っているあ
なたの道しるべとなります。

相談日 :

時　間 :

場　所 :

相談員 :

費　用 :

連絡先 :

毎月第1・3水曜日

13:30～16:15

二宮町社会福祉協議会

弁護士

初回無料

法テラス小田原

TEL : 0570-078311

法テラス
　　迷うあなたの
　　　　　　道しるべ

相 談 日：

時      間：

場      所：

相 談 員：

相談内容：

連 絡 先：

毎月第4木曜日

13：00～16：00

二宮町社会福祉協議会

民生委員、行政相談員

家族関係、DV、相続、近隣関係

※内容によってはしかるべき専門

　機関に繋げます。

二宮町社会福祉協議会

TEL  73-0294

心配ごと相談

　身近な相談所として、心配ごと
相談を開催しています。

2月12日、19日、26日の金曜日2月12日、19日、26日の金曜日
10:00～12:00【全3回】10:00～12:00【全3回】
二宮町社会福祉協議会　第一会議室二宮町社会福祉協議会　第一会議室
要約筆記に関心のある方要約筆記に関心のある方
聴覚に障がいのある方などに対する聴覚に障がいのある方などに対する
「書いて伝える情報伝達方法」を「書いて伝える情報伝達方法」を
学びます学びます
二宮町要約筆記サークル「てーくとーく」二宮町要約筆記サークル「てーくとーく」

定　　員定　　員
申込期間申込期間
持　　物持　　物

:
:
:

問合せ・申込み問合せ・申込み :二宮町福祉保険課 福祉・障がい者支援班　TEL:75:二宮町福祉保険課 福祉・障がい者支援班　TEL:75ー 92899289問合せ・申込み :二宮町福祉保険課 福祉・障がい者支援班　TEL:75ー 9289

参加費:無料参加費:無料参加費:無料

と　　きと　　き

と こ ろと こ ろ
対　　象対　　象
内　　容内　　容

講　　師講　　師

:

:
:
:

:

と　　き

と こ ろ
対　　象
内　　容

講　　師

2月12日、19日、26日の金曜日
10:00～12:00【全3回】
二宮町社会福祉協議会　第一会議室
要約筆記に関心のある方
聴覚に障がいのある方などに対する
「書いて伝える情報伝達方法」を
学びます
二宮町要約筆記サークル「てーくとーく」

:

:
:
:

:

定　　員
申込期間
持　　物

15名（町内在住、在勤者）15名（町内在住、在勤者）
1月4日（月）～2月10日（水）1月4日（月）～2月10日（水）
サングラサングラス（お持ちの方）（お持ちの方）、筆記用具、筆記用具

15名（町内在住、在勤者）
1月4日（月）～2月10日（水）
サングラス（お持ちの方）、筆記用具

:
:
:

要予約

要約筆記講習会～入門編 書いて伝えよう～要約筆記講習会～入門編 書いて伝えよう～要約筆記講習会～入門編 書いて伝えよう～
聴覚に障がいのある方などに「書いて伝える情報伝達方法」を学びます聴覚に障がいのある方などに「書いて伝える情報伝達方法」を学びます聴覚に障がいのある方などに「書いて伝える情報伝達方法」を学びます



　コロナ禍において生活支援を必要とされる方々への緊急支援活動や、災害時の
被災者支援のため、資金を積み立てており、緊急時に配分されます。

　皆さまからお寄せいただいた募金は神奈川県共同募金会を通じて、県内の福祉
活動に配分されます。今年度11月末までの募金額は3,474,294円です。ご協力
ありがとうございます。

赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました!

コロナや災害で困っている方への支援にも使われています!
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善　意　の　寄　託

インスタグラムインスタグラム
QRコードQRコード

フェイスブックフェイスブック
QRコードQRコード

ホームページホームページ
QRコードQRコード

インスタグラム
QRコード

フェイスブック
QRコード

★ホームページ★ホームページ
（http://ninomiya-syakyo.jp）（http://ninomiya-syakyo.jp）

★ホームページ
（http://ninomiya-syakyo.jp）

★Facebook★Facebook ★Instagram★Instagram★Facebook

ホームページ
QRコード

★Instagram

二宮町社協ホームページ・SNSのご案内二宮町社協ホームページ・SNSのご案内二宮町社協ホームページ・SNSのご案内

二宮町の福祉情報を二宮町の福祉情報を
お届けします!お届けします!

☆町内掲示板や社協HPにて発信中です町内掲示板や社協HPにて発信中です☆

二宮町の福祉情報を
お届けします!

☆町内掲示板や社協HPにて発信中です☆

新しい情報紙が新しい情報紙が

できました!できました!
新しい情報紙が

できました!

たくさんのご寄附をありがとうございます。
◇寄託金
髙橋　啓子様

匿　　　　名

　　 〃

100,000円

5,000円

3,500円

匿　　　　名 3,500円

◇寄託品

匿　　　　名 ベビーバス 1つ

　　　　　　　　　　今回のリニューアルでは、ご利用者の皆様に見やすく、
　　　　　　　　　分かりやすくお伝えできるホームページを目標とし、改善を
　　　　　　　　　いたしました。
　　　　　　　　Facebook　InstagramなどのSNSでもより幅広い世代の皆さ
まに情報をお届けできたらと思っております。広報紙ではご案内しきれない最新の
内容も掲載、発信しておりますので、この機会にぜひご覧ください！

ホームペ
ージ

ホームペ
ージ

をリニュ
ーアル

をリニュ
ーアル

しましたしました

ホームペ
ージ

をリニュ
ーアル

しました
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困ったことが ありましたら 二宮町社会福祉協議会まで ご連絡ください。
にのみやまちしゃかいふくしきょうぎかいこま れんらく

電話（でんわ） 0463－73－0294　FAX 0463－73－0295 ホームページ 二宮町社協 検索

編集後記

 
 

連絡先一覧
○社協ホームヘルパーステーション
二宮町山西5-1

☎ 0463-73-2881

○ともしびショップなのはな
二宮町二宮961-26 町民センター 1階

☎ 0463-70-1105

○ファミリーサポートセンター
二宮町山西5-1

☎ 0463-75-9730
○地域包括支援センター なのはな

○就労継続支援B型事業所カンナカンナ

二宮町二宮961 町役場1階

二宮町緑が丘1-10-6 
福祉ワークセンター内

☎ 0463-71-7085

☎ 0463-73-2405

　コロナウイルスによって翻弄された

2020年。

　人と人が思うように交流できず、先

の見えない不安もありますが、正確な

情報を得て、気を

緩めず、少しずつ

でも前に進んでい

きたいですね。

　　理事広報部会　

　　　平田　光枝


