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小学生消防団員の活動レポート
昭和女子大との地域包括協定に基づくプロジェクトが始動しました
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★
消防団の訓 練 に 参 加 し ま し た

しました。
まず「敬礼」や「休め」などの基本的な動
きを教えてもらった後は消火器の使い方へ。
水消火器を使って消火の仕方を学びました。
次はいよいよ放水の体験です。消防団員と
一緒に持った筒先は、水の圧力によって想像
よりも重くなってびっくり。遠くまで飛ぶ水
の様子に歓声を上げていました。
最後は消防団が行っている防火広報。管轄
地域を巡回する消防車に乗せてもらいました。
小学生消防団員も緊張しながらマイクを握り、
地域の人たちへ「火の用心」を一生懸命呼び
かけました。
「とても楽しかった！」と笑顔を見せてく
れた子どもたち。とても良い体験ができたよ
うでした。

☎

５-００２

防災体験教室に行ってきました

月 日㈮は、神奈川県総合防災センター

までの揺れをＣＧ映像と併せて体験しまし

似体験ができます。地震体験では、最大震度

総合防災センターでは、さまざまな災害疑

と陸上自衛隊駒門駐屯地へ見学に行きました。
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防災安全課

★

85
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た。風水害体験は、風速毎秒 ｍの強風の体

災」について考える貴重な一日となりました。

て知ることができ、午前の体験と併せて「防

ときに自分たちを守ってくれる自衛隊につい

いった災害も多くなっている中、いざという

近年は火災だけでなく、地震や風水害と

子どもたちも興奮気味でした。

らいました。どれもめったにできない経験で、

はＷＡＰＣという装輪装甲車に全員乗せても

つロープワークも教えてもらいました。最後

する機械や器具を見学、作業のときに役に立

一緒に昼食をいただき、続いて災害時に使用

を行っています。まず食堂で隊員の皆さんと

が駐屯しており、災害派遣で救助や支援活動

へ移動。ここには大井町を管轄している部隊

午後は静岡県にある陸上自衛隊駒門駐屯地

した。

ので、子どもたちはとても驚いていた様子で

験です。どちらも普段の日常では無いことな

30

大井町を災害から守るために日頃から頑

1

7

張っている消防団。平時においても訓練や啓

24

発活動に当たっています。先日辞令を受けた
小学生消防団員が、早速 月 日㈰に第 分
7

団・第 分団それぞれの活動へ参加・体験を
2
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プロジェクトが始動しました
地域振興課

昨年は、「世代間交流」をテーマに、

「ひょうたんと森のカーニバル」と称して、

ワークショップを開催し、交流を進めていく

地域包括協定に基づく

町民の皆さんを昭和女子大東明学林に招待し

という企画でしたが、残念ながら新型コロナ

て町のシンボルであるひょうたんを利用した

することを目的に、町と昭和女子大学との間

ウイルス感染拡大により中止となってしまい

月、地域社会の持続的な発展を推進

で包括協定が締結されました。協力内容は

ました。

昨年

「地域づくり、町づくりの推進」「知的資

ジェクトに参加し、「ひょうたんで多世代交

源、人的資源及び物的資源の活用」「観光振

流」というテーマで、町や学生間で議論を進

今年は、新たに 名の学生が大井町のプロ

他、目的を実現するために必要な連携協力」

めながら課題解決に向けたプロジェクトを

興、産業振興などの地域経済の発展」「その

を町との協働により、地域の課題解決につい

行っていきます。

て学生達が主体となりプロジェクトを提案し

実施するものです。
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昭和女子大との

7

☎ 85-5013

▲ 2022 プロジェクトメンバー

2022 プロジェクトリーダーへインタビュー
プロジェクトリーダー

こばやし さ

や

小林紗彩さん

日本語日本文学科 1 年
東京都江東区出身

≪参加動機について≫
昨今、人との交流が断たれている現状から、自分自身が実際に現地に赴き、その地域の人柄を知り、その
場で体験をした気持ちを言葉で発信していきながら、地域の方々と交流を図りたいと考えたからです。

≪大井町への訪問経験の有無や繋がりについて≫
学寮研修で一度大井町を訪問させていただきました。しかしその時は、学寮内から見た大井町しか知る
ことができませんでしたので、これからより大井町を知っていけたらと思います。

≪プロジェクトでこんな力を発揮したい、力をつけたいこと≫
プロジェクトを通じて、積極的に意見したり、さまざまな意見を取り入れ議論を進めていけるよう、主体
性を身に付けたいです。
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9 月末日までにマイナンバーカードを申請して

町民課

☎ 85-5006

マイナポイント （最大で 2 万円分） を受け取りましょう！
マイナポイントは、マイナンバーカードを使って申請することで最大2万円分のポイントが受け取れます。
マイナポイントを受け取るためには、9月末日までにマイナンバーカードを申請する必要があります。
マイナンバーカードをお持ちでない方はこの機会にカードを申請しましょう。なお、マイナポイントの申請
には対象のキャッシュレス決済サービス（※）が必要です。
※QRコード決済（○○Pay）や電子マネー（交通系のICカードなど）、クレジットカードなどのことです。

〇マイナポイント第 2 弾の内容

〇ポイント対象となるマイナンバーカードの申請期限

Ⓐ マイナンバーカードを取得した方に 5,000 円分
Ⓑ マイナンバーカードを保険証として利用登録した方
に 7,500 円分
Ⓒ 公金受取口座の登録をした方に 7,500 円分
※ いずれもキャッシュレス決済サービスのポイントと
して付与されます。
※ Ⓐ は 2 万円分のチャージやお買い物をすることでそ
の 25％である 5,000 円分のポイントを取得できます。
なお、Ⓐは第 1 弾マイナポイント（5,000 円分）を全
額取得した方は対象外です。
※「Ⓑ保険証利用登録」「Ⓒ口座登録」は「マイナポー
タル」サイトまたはアプリからお願いします。

◀マイナポイント事業
ホームページ
マイナポイント
申請サイト▶
◀マイナポータルサイト

2022 年 9 月末日

〇ポイントの申請期限
2023 年 2 月末日まで

〇保険証登録・公金口座登録およびポイント申請方法
① スマホやパソコン（要カードリーダー）で申請
② 予約スポットで申請（町民課窓口（予約制）
・郵便局・
携帯ショップ・コンビニの一部）

〇申請時の注意事項
◆ 事前にマイナポイントを付与する決済サービスを決め、
その決済サービスが指定する
「決済サービス ID」と
「セ
キュリティコード」を確認してください。
◆ マイナンバーカードのパスワード忘れや電子証明書の失
効時は町民課で手続きをお願いします。詳細は「マイ
ナポイント事業」サイトでご確認ください。

マイナンバーカードの申請サポートや交付 （受け取り） のインターネット予約を開始しました
町民課 ☎ 85-5006
9月1日からマイナンバーカードの申請や交付（受け取り）の予約がインターネットからできるようになり
ました。なお、引き続き電話のみの予約の場合もあります。
【申請サポート（平日の時間内）】
電話またはインターネットで予約
【申請サポート（平日時間外・土休日）】
電話のみで予約
【交付（平日時間内）
】
予約不要
【交付（平日時間外・土休日）】
電話またはインターネットで予約
【予約の期限】
インターネットは実施日の 2 開庁日前、
電話は実施日の１開庁日前

▼インターネット予約サイトへは…
「大井町ホームページ→メニュー→くらしの情報
→マイナンバー制度→マイナンバーカードの受け
取り方法→「インターネット予約」からご確認い
ただくか、右の二次元コードからご確認ください。

▲
インターネット予約
二次元コード

★インターネットの申請予約の流れ
「申請予約」を選択→予約日を選択（15 分で 1 人）→「氏名」「生年月日」
「住所」「電話番号」などを入力→予約
★インターネットの交付（受け取り）予約の流れ
「受け取り予約」を選択→予約日を選択（15 分で 1 人）→「予約番号（不
明の場合は 0 を入力）」「氏名」「生年月日」「電話番号」などを入力→予約
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エスディージーズ
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町のＳＤＧｓへの取り組み

都市整備課

都市整備課では、町民の皆さんが安全に安心して道路や公園を利用できるように、定期的に道水路の整
備や公園の管理など、皆さんの生活に必要なインフラを管理する業務を行っています。
また、大井町の恵まれた自然環境と調和した秩序ある土地利用を目指してまちづくりを推進しています。

SDGs の目標

都市整備課の施策

町民の皆さんには

・良好な市街地の整備を促進し、景観や住環境のバラン
スがとれたまちづくりを推進します。

・道水路に損傷などの異常がありましたら、
状況をご連絡ください。

・近年危惧されている大規模地震や大雨などによる災害
発生に備えて、都市防災機能の向上を図ります。

・大規模地震などの発生に備え、建物の耐
震化やブロック塀などの適正管理を実施

・町民の皆さんが安心して安全に通行できる生活道路の

してください。

整備や定期的なパトロールを行っています。
・気候変動により年々発生回数が増している豪雨などに
よる被害を軽減するための雨水排水対策を推進します。
・子どもから高齢者まで幅広く利用できる身近な公園と
しての活用方法を検討します。

垣などの管理にご協力ください。
・公園の再整備や管理について、引き続き
地域の皆さんのご協力をお願いします。

大井町環境展の出展者を 募集 します
生活環境課

！

第 11 回

・交通に支障となる道路へ越境している生

☎ 85‐5010

今年は、3年ぶりに大井町環境展を開催します！
これに伴い、第11回大井町環境展への出展者を募集します。環境展は、
町内外の民間企業や各種団体が、環境に関する取り組み、また先進技
術やアイディアなどを紹介するものです。各種展示のほか、環境に関す
る体験教室、ごみ拾いウオーキングなどを行います。皆さんの出展をお
待ちしています。
開 催 日：11 月 23 日（水・祝）

容：①各種環境体験教室

時

間：10 時 00 分～ 15 時 00 分頃

場

所：総合体育館周辺

の取り組みなど環境問題の改善のため

対

象：環境に関する取り組みの展示、環境体験

の装置、設備、アイディアの紹介

教室、エコカー試乗体験などをしていた
だける企業や団体
定

数：20 団体程

出展場所：総合体育館アリーナか屋外（テント）
出 展 料：無料

5

内

②廃棄物、エネルギー、二酸化炭素削減

③自社（団体）の環境への取り組み紹介
応募方法：申込書を生活環境課に提出
※申込書は生活環境課窓口または町ホー
ムページからダウンロードできます。
応募締切：9 月 30 日 ( 金 )

新型コロナウイルスワクチンの関連情報
ワクチン接種推進チーム（子育て健康課内） ☎ 83-8012

◆新型コロナワクチン追加接種（4回目接種）について
接種可能日を迎えられる60歳以上の方に順次接種券を送付しています。
基礎疾患をお持ちの方や医療従事者などの方には、本人からの申請により接種券を発行していますので、子育て
健康課にご連絡ください。

【接種方法】
足柄上地域1市5町内（かかりつけであれば、小田原市および足柄下郡3町も
可）のワクチン接種を実施する医療機関で接種を受けられます。ホームページ

◀町ホームページ
（医療機関での個
別接種について）

などで実施状況をご確認の上、予約をしてください。

◆オミクロン株対応ワクチン接種について（8月18日時点）
国の分科会では、オミクロン株対応ワクチンが開発中であることや諸外国の動向などを踏まえ、我が国において
も、オミクロン株対応ワクチン接種を予防接種法に基づく予防接種に位置づける方向で検討していくこととされま
したが、接種の実施やその対象者、接種間隔などの接種方法については、今後得られるデータや諸外国の動向な
どを踏まえ、引き続き審議することとなりました。
今後、最新の情報は広報おおいや町ホームページでお知らせします。
▼接種対象者

▼ワクチンの種類と供給量

現時点では、初回接種（1、2回目接種）を完了した全ての

オミクロン株（BA.１型）と従来株に対応した2価ワク

住民を対象に実施することが想定されています。

チンを使用することが妥当とされました。供給量に

▼接種開始時期と接種間隔

ついては未定です。

2022年10月半ば以降に実施を予定しています。また、接
種間隔や接種開始時期の詳細は、現時点で未定です。

▼接種券の送付時期

※新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種の実

現時点では、未定です。

施期間は2022年9月30日までとなっていますが、実施

※ワクチンの供給スケジュールを踏まえ、接種体制

期間を延長する方向で国において調整しています。

が確保でき次第、接種券を送付します。

努力義務とは…

◆小児（5～11歳）の新型コロナワクチン接種について

「接種を受けるよう努めなければなら

オミクロン株流行下での科学的根拠が不十分であることから、努

ない」という予防接種法の規定のことで、

力義務は適用されていませんでしたが、9月上旬から努力義務が

義務とは異なり、皆さんに接種のご協力

適用される予定が示されました。

をお願いするものです。あくまでも、ご

町内での接種を希望される方は、子育て健康課にご連絡ください。

本人が納得した上で接種をご判断いた
だくことになります。

◆新型コロナワクチンとほかのワクチンの接種間隔
通常、新型コロナワクチン接種後に別のワクチンを接種する際は、13日以上の間隔をあけることとなっていますが、
インフルエンザワクチンに限り、同時接種（同じ日に接種すること）が認められました。
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宝 くじ助成で備品を整備しました

協働推進課

☎85-5004

令和4年度一般コミュニティ助成事業（宝くじ助成）を活
用して、柳自治会がエアコン、スタッキングテーブル、ノー
トパソコン、カラーレーザープリンタ、冷蔵庫などを整備
しました。一般コミュニティ助成事業は、宝くじの社会貢
献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源に実施

ノートパソコン

されています。

冷蔵庫

スタッキングテーブル

エアコン

カラーレーザープリンタ

人 命救助で感謝状授与

防災安全課

ながおいちろう

☎85-5002

7月26日（火）に、金手在住の長尾一朗さんへ、人命救助に

この感謝状の授与が、私はもとより、見守り活動をなさっ

尽力したとして松田警察署から感謝状が授与されました。

ている皆さんの励みになれば幸いです。」と語られまし

長尾さんは、大井町にこにこパトロール隊員として見守

た。長尾さんの話を聞いて、改めて日頃の見守り活動の

り活動を実施中に、誤って水路に転落した下校中の児童

大切さを感じさせられ、にこにこパトロール隊への感謝

をお1人で水路から引き上げ、無事に救助しました。

の気持ちを持ちました。

長尾さんは当時を振り返り、
「特別なことをしたわけでは
ありません。当たり前の行動を取ったまでです。大事に至
らず何よりです。」と話しました。
今回の感謝状の授与に当たり長尾さんは、
「町には多く
の方々が長きにわたり見守り活動に携わっています。

にこにこパトロール隊（防犯ボランティア）に登録しませんか？
防災安全課

☎85-5002

町では、地域の皆さんが安全で安心なまちづくりを推進するため、防犯を目的とした地域パトロールや
小中学生の登下校時の見守り活動などを自主的に行っていただける防犯ボランティアを募集しています。

▼対象となる方は？

▼パトロール隊員の活動は？

・町内に在住する 20 歳以上の方
・自主的な防犯活動を継続して実施できる方
・営利を目的としない方

・子どもの安全を確保するための見守り活動
・ウオーキングや犬の散歩をする時などに、ベストと帽子を着用
・出会った人にあいさつ
・不審者、不審車両、犯罪等を目撃したときに交番・警察へ連絡

▼ご協力いただける方には？

・ボランティア保険に加入（保険料は町が負担します。） ※不審者の尾行、犯人を捕まえるなどの危険行為はしません。
・防犯ベストと帽子を貸与
▼登録方法は？
※防災安全課窓口でベスト・帽子の配布をします。 防災安全課窓口にお越しいただくか、電話でご連絡ください。
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町内在住の方のスポーツ分野で活躍された方を掲載しています。
お近くにお住まいの方、お知り合いの方で、スポーツ分野で活躍された方をご存じでしたら、
生涯学習課まで電話（0465-85-5016）またはメール（shougaku@town.oi.kanagawa.jp）で
ご連絡ください。もちろんご本人様からのご連絡もお待ちしています！

ひろと

は

る

か

井上翔斗さん（３年生）、宮田華瑠香さん（２年生）の激励式を行いました。
井上さんは、神奈川県中学校選抜陸上競技大会の110ｍハードルで14秒77の好タイムを出し、３位に輝きま
した。今後、レモンガススタジアム平塚で行われる関東中
学生陸上競技大会に出場するほか、全国大会参加基準タイ
ムに達しているため、福島県で行われる全国中学校陸上競
技大会にも出場されます。
宮田さんは、神奈川県中学校柔道大会の個人戦44㎏級に出
場し、準優勝に輝きました。今後、千葉県で行われる関東
中学校柔道大会に出場されます。
お２人の活躍を心より応援しています。

7月24日（日）、31日（日）の2日間、足柄上郡スポーツ協
会連絡協議会主催「第71回足柄上郡総合体育大会」が2年
ぶりに開催され、足柄上郡5町の代表が総合優勝を目指し
て競い合いました。
大井町はサッカー部が優勝し、また多くの準優勝を収めま
したが、惜しくも2点差で開成町に次ぐ総合準優勝でした。
猛暑の中、選手団の皆さん大変お疲れ様でした。

【 総合順位 】
優

勝

開成町

25.5 ポイント

準優勝

大井町

23.5 ポイント

第３位

松田町

23.0 ポイント

第４位

中井町

17.0 ポイント

第５位

山北町

11.0 ポイント

8月5日、6日、7日の3日間、駒沢オリンピック公園駒沢体
育館で行われた「JFA U-12フットサル選手権 全国大会」
にエスペランサFCが神奈川県代表として参加しました。
予選リーグを通過し、決勝リーグに駒を進めましたが、惜
しくも準々決勝で敗退。ベスト8となりました。
エスペランサFCは、メンバーを募集しています。お気軽
に体験練習にご参加ください。
問い合わせ先：松村 ☎090-6105-1974
8

生活環境課

☎ 85-5010

2022 年 3 月 4 日に、大井町と大井町議会は、「大井

皆さんに脱炭素につながる身近な行動を知っていただ

町気候非常事態宣言～ゼロカーボンシティの実現に向

くため、今回から、「ゼロカーボンアクション 30」を

けて～」を宣言し、2050 年までに二酸化炭素排出実

紹介していきます。「ゼロカーボンアクション 30」と

質ゼロを目指すことを表明しました。これは、気候が

は、2021 年 6 月に「国・地方脱炭素実現会議」で取

危機的な状況であることを宣言することで、気候変動

りまとめた「地域脱炭素ロードマップ」の中で示され

に対する危機意識を町民のみなさんや事業者などと共

る、8 つに分類された 30 項目のアクションリストで

有し、ともに地球温暖化対策の積極的な取り組みを推

す。日常生活の中でできるアクションと併せて、暮ら

進するためのものです。私たち一人ひとりが気候変動

しを脱炭素化することによる快適性やおトクといった

による危機に対して自分に何ができるかを考えて行動

メリットを知ることができます。

し、二酸化炭素排出実質ゼロの町、
「ゼロカーボンシ

脱炭素社会の実現には、一人ひとりのライフスタイル

ティ」を目指していきましょう！

の転換が重要です。「ゼロカーボンアクション 30」に
できるところから取り組んでみましょう！

▶▷▶

●暮らしのメリット！
家庭からの電気消費量のうち、約 5% も待機電力

・こまめなスイッチオフは、光熱費を節約できます。

で消費されています。

・こまめに電気製品のプラグを抜くことは、漏電による

待機電力をなくすためにも、こまめなスイッチオ
フと、電気製品のプラグをコンセントから抜くこ

火災などの事故防止にも。
●年間の CO ₂削減量

とを心がけましょう。

・エアコン 26kg/ 台
（使用時間を 1 日 1 時間短くした場合）

出典：環境省「ゼロカーボンアクション 30」ホームページ（https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/zc-action30/）

ごと
し
の
福祉課

第3回

アルツハイマー月間

福祉課

☎ 83-8024

9月21日は「世界アルツハイマーデー」です。

また、9月を「世界アルツハイマー月間」と定め、

「国際アルツハイマー病協会」（ADI）と、世界

さまざまな取り組みを行っています。各地でイベン

保健機関（WHO）は、1994年にイギリス北部、ス

トが開催され、認知症を正しく知り、ご本人とご家

コットランドのエジンバラで行われた第10回国際

族の応援者が増えることを目指しています。大井町

アルツハイマー病協会国際会議の初日である9月21

では、この期間に保健福祉センターなどのオレンジ

日を「世界アルツハイマーデー」と制定しました。

ライトアップを行います！

この日を中心に認知症の啓発を実施しています。

オレンジは認知症応援カラーです。今年は、大井町
のシンボル「ひょうたん」を使用したライトアップ
を実施予定です。今月号の保健師メモにも認知症に
ついて掲載されていますのでご覧ください。

★ アルツハイマー型認知症とは？
認知症の中で最も多く、脳神経が変性して脳の
一部が委縮していく過程で起きる認知症の一つ
です。ドイツのアルツハイマー博士が1906年
▲昨年のオレンジライトアップの様子
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に発表しました。

毎年 月

発生した時は、自宅や職場からいち早

ている。消防団員のなり手不足は本町

は１０７人であり、

歳から

歳

人が欠員となっ

められている。しかし、現在の団員数

までであり、団員定数は１４３人と定

町消防団員の年齢制限は

方公務員である。条例により、現在の

火・救助活動を行う非常勤特別職の地

しては、地域での経験を生かした消

く現場に駆け付ける。その位置付けと

日は防災の日と定められ

シャボンの液が周りに飛び散るだけ

でうまくシャボン玉が作れません。

そんな中、上手にシャボン玉を飛ば

す子どもが現れ、そのやり方をみん

なで観察しました。するとある子が

「ゆっくりやってる」と気付き、そ

れをみんなに伝えました。早速子ど

もたちはまねを始めます。そこで担

任の先生から、「シャボン玉の液体

が泡だらけになっているよ。やさし

く付けてやってみよう」と伝えまし
人の

ら「災害への備えを怠らないように」

この時期は台風も多く襲来することか

おける最大規模の被害を残した。また、

倒壊家屋から数多くの人々を救出した

日頃の地域に密着した経験を生かして、

戒活動など、幅広い活動に従事した。

は消火活動、救助活動、危険箇所の警

こと、細かな朝顔の成長を大喜びで

つるが伸びてきたこと、花が咲いた

りです。芽が出て葉が増えたこと、

荷物を教室に置き、早速朝顔の水や

ます。

さらに成長する姿が楽しみです。

の学びが生まれています。これから

子ども同士の関わりからたくさん

集まっていた子どもたちは、お互い

との戒めも込められている。「防災の

活躍には、特に目覚ましいものがあっ

報告し合いました。また、国語や算

たくさんの成功と失敗を経験しなが

日」の制定後は、全国各地で防災訓練

たと聞いている。広域でしかも同時多

数の学習では、元気に「ハイッ！」

にアドバイスをし合い、段々とたく

が行われる日となっているようである。

発的に災害が発生すれば、当然のごと

と手を挙げ発表します。そんな元気

ら、生き生きと学校生活を送ってい

本町も防災の日直前の日曜日に、町

く消防署だけでは対応不可能だろう。

にあふれ、前向きな子どもたち。さ

さんのシャボン玉が空に飛ぶように

災害対策本部・自主防災組織・町消防

「自分たちの町は自分たちで守る」の

らに、友だち同士で学び合う姿も見

月・

団などが連携し、防災訓練を行ってい

崇高なる精神のもと、若き力に期待す

られるようになってきました。

としている消防署員とは異なり、会社

ものがある。町消防団員は、それを業

機動力には、有事の際に大変期待する

努力に感謝の気持ちを忘れてはならな

もに、消防団員の有事に備えた日頃の

防団の役割の重要性を再認識するとと

私たちは、地域の実情をよく知る消

だけのうちわを使ってシャボン玉を

もたちは家から持ってきた、骨組み

づくりを行った時のことです。子ど

月に生活科の学習でシャボン玉

員・自営業などの本業を持っている。

いと強く感じる。

飛ばそうとしていました。しかし、

▲
シャボン玉をする子どもたち

6

しかし、ひとたび火災や大規模災害が

7

なりました。

る。その中でもとりわけ、町消防団の

阪神・淡路大震災において、消防団

日に大井小学校の仲間入り

のみならず、全国的な課題であるよう

50

るところである。

月は朝登校すると、

月

）

18

の入団を心から望むものである。

36

地域に密着した組織力と統率力そして

万 千人余と記録され、近代日本に

来する。本災害は死者・行方不明者

年 月 日に発生した関東大震災に由

ている。これは、１９２３（大正

No.146 大井小学校

た。シャボンの液を入れたバットに

をした

87 5

年生の子どもたち。

だが、ぜひとも使命感にあふれた有志

教室からこんにちは

12

9

1

5

1

1

4

5

9

10

10

日本年金機構ホームページ

https://www.nenkin.go.jp/

障害基礎年金は、国民年金加入中に
病気・けがにより、政令で定める 級、
級障害に認定された場合に支給され
ます。
級 年額 万２２５０円
級 年額 万７８００円
※ カ月に 度、 カ月分ずつ支給さ
れます。

☎ 22-1391

・初診日に 歳未満であり、初診日の
ある月の前々月までの 年間に保険
料の未納がない方
③一定程度以上の障がいの状態にある方
・国民年金の「障害等級表」で定めら
れた 級、 級にあたる方
（障害者手帳の等級とは異なります）
※初診日とは、障がいの原因となった
病気やけがで、初めて医師の診療を
受けた日を言います。

【障害基礎年金を受けるための要件】

【子どもの加算額】
障害基礎年金を受ける方に生計を維
持されている子がいるときは、加算額
が付きます。
※子については、 歳に到達する年度
の末日までの子、もしくは 歳未満
で障害等級の 級・ 級の状態にあ
る子に限られます。

・国民年金に加入していた 歳～ 歳
未満の国内在住の方
・ 歳未満で障がいの状態にある方

請求する障がいに関する初診日が分
かるものと、年金手帳または基礎年金

【手続き先】

万４６００円

②初診日の前日までに次のいずれかの
要件を満たしている方

番号通知書などを持参のうえ、小田原
年金事務所または町民課にご相談くだ
さい。

・初診日の前日に、初診日がある月の
前々月までの加入すべき期間のうち

1

1

2

1

国民年金の保険料納付済期間（厚生

年額

22

7

1

3

年金保険の被保険者期間、共済組合
の組合期間を含む）と保険料免除期
3

2

顔特派員
スベリー・マーキュリーの

そもそも延期なんてものは、みんな
でつくるスベリーフェスティバルで

Rock You‼

すでに経験済みだし！ こちとら 年
以上延期しているし！ 屁の河童だよ、
屁の河童！ ていうか屁の河童ってな
に 河童の屁じゃないの？ 調べてみ
たら「いやなことをなんとも感じない
こと。河童の屁ともいう。」だって！
じゃあ初めから河童の屁でよくない
「木っ端の火（たわいのないこと）が
なまった説」もあるらしいけど、こっ
ぱのひ、こっぱのひぇ、かっぱのへ…
なまる角度すんごいんですけど！
とにかく！ スベリーは元気なんで、
ふるさと劇団公演を楽しみにお待ちく

ださい！

⁉

笑顔お届け日誌

先日、大井小学校 年生から【野外
教室にサプライズ登場してくれてあり
がとう】というお礼や感想がつづられ
たメッセージ集をいただきました。み
んなからのメッセージ、全部読ませ
てもらいましたよ！ サンキューロッ
キューありがとう！ 「これからもい
そがしく、苦しいこともあると思いま
すが、元気にがんばってください」と
いうメッセージをくれたあなたのこと
は今後「パイセン」と呼ばせていただ
きます、笑顔特派員＆農ある暮らしコ
ンシェルジュのスベリーです。
今月開催予定だった、大井町ふるさ
と劇団（大井町民が劇団員となりお送

こからだ！」という矢先の報。仕方な
いこととは頭で分かっていても、やは
り無念… というのが正直なところ。
でも！ でもですよ！ 大井小 年の
パイセンが「元気にがんばってくださ
い」って言っているんで！ 即気持ち
を切り替えて、無事開催できたときに
は最高の公演にできるように… たく
さんの方に見てもらえるように動こう
と決めました！

りする吉本新喜劇）公演が延期となり
ました。台本も完成し、劇団員のみん
なと立ち稽古をスタートさせ「さあこ

5

65

2

・ 人目および 人目（ 人につき）
年額
万３８００円
・ 人目以降（ 人につき）

1

①初診日に国民年金に加入していた方
・医師の診療を初めて受けた日に国民
年金に加入している方

1

65

小田原年金事務所への来訪相談のご予
約は、予約受付専用電話（☎０５７０ ０５ ４-８９０）にお願いします。

⁉

町民課 ☎ 85-5007

60

分の

11

20

日本年金機構小田原年金事務所

2

2

大井町
ふるさと劇団▶
の稽古風景

77 97

間を合わせた期間が全体の

大井小学校
◀ 5 年生からの
メッセージ集

1

2

障害基礎年金
について
1

以上ある方

5

18

国民年金の豆知識
2

2 2 1

20

図書館だより

9:00 ～ 17:15

◎休 館 日

大井町図書館

12 日（月）、26（月）

◎問い合わせ

大井町図書館

☎ 83-5401

そうわ会館図書室

【 一般書 】

【 児童書 】

『ホントは怖い日本のお城』
しむら

志村

くにひろ

有弘／監修

『世界の歴史
はねだ

扶桑社

たかぎ

え

ハツ江／著

吉永

よういち

陽一／著

うづき

卯月

おかべ

昌幸／著

せ

お

Z会

康之／著

小学館

『中高生のスポーツハローワーク』
がっけん

青春出版社

まいこ／著

やすゆき

小坂

学研プラス

『掬えば手には』※そうわ会館に入荷
瀬尾

けいこ

啓子／監修

こさか

天夢人

まさゆき

KADOKAWA

『宇宙食になったサバ缶』

『日本でしか観られない世界の名画』
岡部

別巻』

『読み取るチカラ』

NHK 出版

『空鉄―空撮鉄道旅情』
よしなが

まさし

羽田 正／監修

『ハツ江おばあちゃんの定番おうち洋食』
高木

▲図書館ホームページ
https://www.oitown-lib.jp

☎ 85-1887

▲▲ ▲

New Books

◎開 館 時 間

『ルビねこと旅の仲間たち』
のなか

講談社

野中

ひいらぎ

まつもと

け い こ

柊 ／作 松本 圭以子／絵 理論社

こちらで紹介した本は、新しく入った本の一部です。最新の情報は、図書館ホームページをご覧ください。

▲▲ ▲

Event & Information
9 月のおはなし会

9 月の展示
今年の中秋の名月は、
9月10日です。
児童展示コーナー
に月のお話や月にまつわる資料なども集めました。

3 日㈯ （絵本） げんきなマドレーヌ
（絵本） コウモリのルーファスくん
10 日㈯ （絵本） くんちゃんはおおいそがし
（絵本） つきのぼうや

図書館に図書落下防止テープを施しました

17 日㈯ （紙芝居）こびととくつや
（絵本） ケーキやさんのうれしいひ

地震などの災害発生時に備えて、図書館の本が落下

24 日㈯ （紙芝居）しあわせのおうじ
（絵本） でんしゃしゅっぱつ

しまうといった二次災害を防止するため、書棚上部

し、人的被害が発生することや避難経路が閉鎖して
の棚板前方に本が落下しにくくなる落下防止テープを

時間：10:30 ～ 11:00
場所：大井町図書館内

貼りました。このテープを貼
ることで、被害が最小限に抑

親子いっしょのおはなし会

えられるようになります。

10:30 ～ 11:00

短歌
まちの文芸

紀子

おほゐ短歌会

菜種油にせむとて母は畑二枚
菜の花植ゑにき疎開地の花

関

少女なりしわが見し夢か宵闇に
光の筋なしとび交ふ蛍

露木 順子

豊田 義訓

おほゐ俳句会

中津川晴江

人を恋う

中根登美子

夏帽子

茅場小屋崩えしに絡む山藤の
花吹き流し峡の風過ぐ

握り返して

親子三人

平和詩に 込めた小二の 沖縄忌

汗の手を

ママちゃりや
中村 昌男

向日葵や 平和祈りて 仰ぐ空

廣田 悦子

二上 光子

五厘刈り

石井きよ子

ちちははの 汗の野良着ぞ 懐かしき

雲の峰 キャプテン一人

俳句

9 月 8 日㈭

12

「認知症」 のはなし

今月は、

嶋村 由香

が死滅し、症状が出現します。それに

パク質が蓄積することで脳の神経細胞

の対応次第で悪化も改善もするのです。

つまり、「行動・心理症状」は、周囲

えると症状を助長することになります。

認知症の人への対応の心得

つのない」を

種講座は広報にてお知らせしますので、

い。認知症サポーター養成講座など各

イドブック」を手に取ってみてくださ

福祉課窓口で配布している「認知症ガ

認知症について詳しく知りたい方は、

３．自尊心を傷つけない

２．急がせない

１．驚かせない

心に留めて対応しましょう。

人への対応の心得の「

んな本人の思いを受け止め、認知症の

苦しいのも、悲しいのも本人です。そ

始めます。誰よりも一番心配なのも、

ことで、「何となくおかしい」と感じ

できていたことがうまくいかなくなる

人です。物忘れによる失敗や、今まで

認知症の症状に最初に気付くのは本

「

つのない」

よって起こる症状を「中核症状」、中
核症状に個人の性格や環境などが影響
）

し出現する症状を「行動・心理症状
（ＢＰＳＤ）」と言います。（図

「中核症状」は治りません。しかし、

また、ご本人・ご家族で認知症につ

ぜひチェックしてください。
症状」は、認知症の方からすればそう

いて心配のある方は、地域包括支援セ

一見困った行動に思える「行動・心理
する理由があり、その理由を理解し、

ンター（☎

ば改善する行動・心理症状」
める「アルツハイマー型認知症」を例

周囲が適切な対応を取ることで、治ま

‐８０２４）までお気軽

に挙げてお話しします。アルツハイ

にご相談ください。

83

ここでは、認知症全体の約

1

ることもあります。逆に、対応を間違

割を占

「治らない中核症状」と「助けがあれ

る】ことが大切です。

には、まず認知症について【正しく知

も安心して暮らせる社会」を築くため

ます。私たちの町に「認知症になって

も、認知症のご本人なりの理由があり

ります。周りから見ると困った行動で

手でも、覚えていることもたくさんあ

知症」の方は、新しく覚えることは苦

れませんが、それは間違いです。「認

周囲を困らせる」 ･･･
もしかしたら、
そんなイメージを持たれているかもし

なる」「訳の分からないことをして、

ことを忘れてしまい、何も分からなく

「認知症」と聞くと、「いろいろな

知ってて欲しい

マー型認知症では、脳内に不要なタン

広

告
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3

3

保健師です

7

（図 1）

memo
保健師

9 月の行事予定
日程

事業予定

場所

人口と世帯数
● 人口

1 日（木）

あつまれ！赤ちゃん（13:30 ～）

ふれあい館

4 日（日）

町民ソフトバレーボール大会
（9:15～）

総合体育館

6 日（火）

ぞうさんくらぶ（9:30 ～）

7 月 31 日現在 （

）
内は前月比

男性

8,509 人（△ 12）

女性

8,660 人 （△ 5）

合計 17,169 人（△ 17）

お誕生おめでとう
氏名

9 日（金）

津田

2 歳 6 か月児健診（13:00 ～）

矢野

保健福祉センター
エンジョイ！マタニティ（13:00 ～）

磨哉
れんと

蓮人
蓮

阿賀嶺唯仁
武松

3 か月児健診（13:00 ～）

性別
や

ゆいと

臼田
13 日（火）

ま

れん

雨宮

オレンジカフェひだまり（10:00 ～）
12 日（月）

7,292 世帯

● 世帯数

え

な

愛奈
はると

陽翔

7 月 16 日～ 8 月 15 日受理

保護者

男

和哉・鯉子

男

誠・菜摘

男

司・香菜実

男

崇・美妃

自治会
河原
根岸下
馬場
西大井

女

保典・さやか 西大井

男

勇輝・絢奈

上大井

希望者のみ掲載（敬称略） 掲載 6 件／届出 9 件

町内交通事故発生状況
親子相談（9:30 ～）※要予約

●件数 7 件 ●死亡 0 人

15 日（木）
あつまれ！赤ちゃん（10:00 ～）

（7）

ふれあい館

20 日（火）

総合相談（10:00 ～）

生涯学習センター

22 日（木）

赤ちゃん健康相談（9:30 ～）

保健福祉センター

25 日（日）

町民フットサル大会（9:00 ～）

ブルックス

7 月 1 日～ 31 日

●負傷 8 人

Instagram

広報おおい・おしらせが
アプリで読める

グラウンド

広
告
14

8月2日（火）、8日（月）にそうわ会館夏休み体

おたより紹介

まちがいさがしに

読者の皆さまから寄せられた
「広

挑戦！

報おおい 8 月号」の感想・町へ
の意見を紹介します。

るところです。他にもハートのネームプレート
作りやミニポーチなどを作りました。
上と下の写真は、比べると違っているところが
５カ所あります。どこでしょう？ 写真の数字

●ひょうたん祭のポスターかわ
いかったです！

で答えてください。

■応募方法
はがきかメールで、答え・住所・氏名（ペンネームも）・電話番号・年齢・日ごろ

● 大 井よさこいひょうた ん 祭、

思うこと（町への意見や広報おおいへの感想などなんでも OK）を記入して応募

楽しみにしていたので延期に

※「日ごろ思うこと」でいただいたご意見への回答はできませんのでご了承ください。

なってしまい…コロナの感染

宛 先

開催をお願いします！
●退職してから２度目の夏。夏っ
てこんなに暑かったのかと会
社に行っている時はさほど感
じなかったのに今年は異常な
暑さです。

○ 8 月号の答え
5・13・16・22・25
○当選者（応募 21 通）
KUMIKO さん
MASA さん
おめでとうございます！

7 月 30 日（土）におおい自然園「月・惑星・
夏の星座観察会」を行いました。
予報は曇りでしたが、当日はきれいに星
が出ており、夏の大三角や北斗七星といっ
たメジャーなものから、あまり聞き馴染
みのないアンドロメダ座など、たくさん
の星座を見ることができました。
また、流れ星も偶然見ることができ、大
満足の観察会となりました。

訂正とおわび
広報おおい 8 月号 20 ページ天使のほ
ほえみの記事に誤りがありました。
ここで訂正し、深くおわびします。
正

大野凜桜

誤

大野凛桜

〒 258-8501
大井町役場

拡大で仕方ないですが、必ず

15

験教室を行いました。写真は、かごを作ってい

足柄上郡大井町金子 1995 番地
協働推進課

広報おおい係

メール

kouhou1@town.oi.kanagawa.jp

締

9 月 12 日（月）

切

○応募者の中から、抽選で２名の方に粗品をプレゼントします。

Photo News

広報

町からのお知らせ、町の身近な情報など
をフェイスブックでも配信しています。
https://www.facebook.com/ooi.town/

7

24 ～

8

サマーチャレンジ

９月号

19

～つくって・学んで・たのしんで～

7月24日～8月19日に「サマーチャレンジ～つくって・
学んで・たのしんで～」を行いました。図書館員体験や
子ども化学教室、3Dブロックであそぼう！、おおい自

2022 年 9 月 1 日発行

然園「夏の虫観察会」、土偶づくり体験など、10の体
験教室がありました。自ら考えて、作って、体験して、
たくさん学んだ1カ月間でした。

8
7 8

8

おおいまちＳＤＧｓパートナー

小田原法人会図書カード寄付

9

8月9日（火）に、公益社団法人小田原法人会（神戸洋一

真右から、明治安田生命平塚支社小田原北営業所、相模

会長）から、公益社団化10周年を記念して、図書カー

ベンディングの2事業者

ド10万円分が贈呈されま

が新たに「おおいまちＳ

した。町ではこのカード

ＤＧｓパートナー」とな

を活用し、町内小中学校

りました。応募は随時受

の図書を充実させてまい

け付けています。

ります。

天使 のほほえみ

!!

1

推進課へ持参またはメールでご応募ください。

0

協働推進課

かずま

佐宗 克優ちゃん（

河原

写真と写真のコメント、
子どもの名前
（ふりがな）、
生年月日、電話番号、自治会名を添えて、協働

カ月）

大井の
文化財

日指定

8

つなしまけ やしきあと

月

6

綱島家屋敷址

年

46

町指定重要文化財

昭和

綱島家屋敷とは、江戸時代、金子村で名主

うどの

を務めていた綱島家の屋敷です。江戸時代、

じきしん

足柄平野の大部分は小田原藩領でしたが、金

子村の一部に旗本（将軍家の直臣）の鵜殿氏

の領地がありました。そのため、金子村には

小田原藩領、旗本領の両方に名主と村役人が

12

置かれ、綱島家は旗本領の名主でした。

元禄 （１６９９）年、鵜殿氏は後継者が

いないため廃絶し、金子村は全て小田原藩領

2

になりました。しかし、それぞれの名主は残

されたため、明治維新まで金子村には つの

38

村が存在するような状態が続きました。

小田原方面↓

明治 （１９０５）年、綱島家は移転し、

▶

現在、屋敷があった場所は複数の住宅が建っ

50

て当時の規模を知ることは困難ですが、一辺

N

が ～ ｍ程の四辺形でした。

新宿

↑松田方面

指定当時の敷地（斜線部）

ひ さ よしあき

▲道路右側が綱島家屋敷址

☎ 85-5004

mail：kouhou1@town.oi.kanagawa.jp

60

大井小学校方面→

Angel smile

町内在住で３歳までのお子さんの写真を募集！

歳

ありがとう。」
大井町文化財保護委員 檜佐義明

■発行／大井町 編集／協働推進課
〒 258-8501 神奈川県足柄上郡大井町金子 1995 番地
☎ 0465-83-1311 ホームページ https://www.town.oi.kanagawa.jp/

い
｢ つも元気いっぱい

毎月 1 日発行／発行部数 6,300 部

広報おおいは再生紙を利用しています

8月8日（月）に、4回目となる授与式を行いました。写
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