
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～そこから笑顔がうまれるために！～ 

◆日 時：平成 27 年 7 月 17 日（金） 

午前 10 時～正午 

◆場 所：藤野中央公民館 3 階大会議室 

◆対象者：ボランティア活動やレクリェー

ションに興味のある方 

◆参加費：無料 

◆定 員：30 名（先着順） 

◆講 師：八王子レクリェーション協会  

専務理事  塩澤 迪夫氏 

 

 

発行：藤野地区社会福祉協議会    
〒252-0184  
 相模原市緑区小渕 2000 番地  
藤野総合事務所３階    

 電 話 042-687-3361      
 FAX   042-687-4049 
 E-mail:fujinotiku@sagamiharashi 
  shakyo.or.jｐ 
 

 

第 42 号 2015 年(平成 27 年)7 月 1 日(水)          次回は 9 月発行予定です 

～～地地域域のの子子どどもももも、、大大人人もも、、障障ががいいののああるる方方ももなないい方方もも、、  

つつりりややレレククリリェェーーシショョンンでで一一緒緒にに楽楽ししももうう！！～～  

◆◆開開催催日日  ：：  平平成成 2277 年年 77 月月 2277 日日（（月月））  午午前前 1100 時時～～午午後後 22 時時  

            （（午午前前 99 時時 3300 分分  各各学学校校かかららババススでで移移動動））  

◆◆場場  所所  ：：  山山梨梨県県「「秋秋山山ママスス釣釣りり場場」」    

◆◆参参加加者者  ：：  藤藤野野地地区区のの小小学学校校 55、、66 年年生生とと障障ががいいののああるる方方。。  

◆◆定定  員員  ：：  3300 名名（（定定員員ににななりり次次第第ししめめききりり））    

◆◆申申込込みみ  ：：  電電話話かか FFAAXX ででおお申申込込みみ、、又又はは直直接接社社協協へへごご持持参参くくだだささいい。。  

            ＊＊小小学学生生はは各各学学校校かからら申申込込みみ用用紙紙がが配配らられれまますす。。  

◆◆締締切切日日  ：：  平平成成２２７７年年７７月月９９日日（（木木））  

◆◆参参加加費費  ：：  １１００００円円（（昼昼食食代代））  

◆◆持持ちち物物  ：：  水水筒筒((飲飲みみ物物))、、タタオオルル、、帽帽子子、、すすべべりりににくくいい靴靴  

◆◆申申込込みみ先先・・連連絡絡先先：：藤藤野野地地区区社社会会福福祉祉協協議議会会  

                  電電話話 004422--668877--33336611  //  FFAAXX  004422--668877--44004499  

【レクリェーション】は、単に遊びというだけ

ではなく「心に潤いを与える」「人と交流す

る」「生きがいをつくる」大切な場です。 

 でも実際にどんなレクリェーションがある

のか分からないことはありませんか。 

 また、レクリェーション活動に興味はある

けれど、学ぶ機会が無かった方など、活動

に活かすきっかけとして、ぜひご参加下さ

い！ 

夏夏休休みみ  

中学生ボランティア募集！ 

去年参加した人は、今年は

ボランティアで参加しよ

う！ 

ボボラランンテティィアア  

講講座座  

藤野地区社協 つうしん 



藤野地区社協つうしん～みんないいひと ふじの地区～ 第４２号  平成２７年７月発行 

      ～ 藤野地区社会福祉協議会総会が行われました～  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ★ぽっかぽかぬくもり赤ちゃん支援事業・・【新生児へ手作りおもちゃを持って訪問】 

    ★幼児ふれあい交流事業・・・・・・・・・【福祉のつどいを通して、高齢者地域住民との交流を図る】 

    ★ふれあいサマースクール・・・・・・・・【小学校高学年を対象に世代を超えた地域の方、障がいの 

ある方,みんなで釣りを通して交流を図る 7 月 27 日（月）】 

    ★福祉コミュニティ形成事業・・・・・・・【誰もが気軽に参加できる地域交流「たまり場」づくり】 

    ★福祉のつどい ・・・・・・・・・・・・【11 月 21 日（土）藤野芸術の家】 

    ★物品貸出事業 ・・・・・・・・・・・・【ワンタッチテント、綿菓子機、ポップコーン機等】 

    ★のびのびクラブへの活動支援・・・・・・【のびのびクラブ合同交流会 10月９日(金)藤野芸術の家】 

    ★おたがい様訪問サービス・・・・・・・・【独居高齢者等の見守り 6月、12 月】 

    ★ボランティア講座・・・・・・・・・・・【「レクリェーション講座」７月 17 日（金）】 

     ★助成金事業・・・・・・・・・・・・・・【ボランティアグループ、福祉団体への助成】 

    ★地区社協つうしんの発行・・・・・・・・【年６回 隔月発行】 

    ★ふる里まつり等地域イベントでの広報活動【子どもまつり等】 

理事 

会長 ：大塚 章 

副会長：今井 康雅  小池 和代 長田 米二 

会計 ：加藤 幹雄 

理事 ：宮野 善三郎 野﨑 貴子 石井 寛 

   ：中里 眞理子 町田 重光 大房 宣江 

   ：大房 公子  門倉 睦男 上條 利夫 

監事 ：力石 修   高﨑 善且 

顧問 ：石原 元恵  石橋 了知 

               （敬称略） 

        構成員 

・佐々木 正美 ・加藤 泰男  ・大平 二三男  

・森久保 利夫 ・藤本 継雄  ・中村 正彦 

・井上 一郎  ・佐々木 壽榮 ・難波 和子 

・高橋 孝明  ・和智 正之  ・楢島 由美子 

・中島 範子  ・佐々木 奈美 ・大房 登 

・柳川 貞子  ・石井 靖   ・守山 則子 

・和智 八重子 ・野﨑 修   ・西村 輝巳 

                （敬称略） 

第 5期（H27.5～H29.5） の理事、構成委員紹介 

会長就任あいさつ 

 平成 27 年度総会におきまして、会長に再任いたしました大塚章でございます。 

 日頃より、藤野地区の社会福祉活動につきましては、多方面にわたる方々にご支援、ご協力をいただ

き、改めて厚く御礼申し上げます。 

 社会環境や社会制度の変化にタイムリーに対応できるよう会則を改正し、理事定数を 3 名増の 15 名

以内とし、より幅広い分野の方々の構成により執行体制の強化を図っております。 

 さて、市社協では「第 8 次地域福祉活動計画」を策定し「みんなで支えあい 地域の力が育む人にや

さしいまち さがみはら」を推進しております。 

 藤野地区社会福祉協議会では「藤野地域の良さを大切にした おたがいさまのまちづくり」を基本理

念とした地域における顔の見える関係づくりや支えあう関係づくりを促進し、地域での困りごとを相

談・解決できる仕組みづくりをより一層推進してまいります。 

 地域での推進には、自治会連合会や民生委員児童委員協議会をはじめ、多くのボランティアグループ

の皆様との連携が不可欠と考えておりますので、今後ともご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上

げ、ご挨拶とさせていただきます。           

藤野地区社会福祉協議会  会長 大塚 章 

地区社協の主な事業 

5 月 28日（木） 



 

藤野地区社協つうしん～みんないいひと ふじの地区～ 第４２号  平成２７年７月発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年度決算 

平成 27年度予算 

～地区社協特別寄付・市社協賛助会費のおねがい～ 

 地区社協特別寄付   一口 100円 

市社協賛助会費    一口 200 円 

７月～８月が募集期間となります。 

自治会の皆様のお力添えにより募集をいたしま

すので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

今年度から、一般賛助会費の 5 割が藤野地区社

会福祉協議会で活用されます。 

会社・商店・福祉団体等の皆さま 

藤野地区社協特別寄付 

３，０００円（１口 １，０００円） 

＊藤野地域の福祉推進のためにご協力をお願

いいたします。ご賛同いただける事業者の方は

ご連絡をお願いいたします。 

 

＊皆様からご協力いただいた

地区社協特別寄付は、子育てサ

ロン「ミルククラブ」、高齢者サ

ロン「のびのびクラブ」への支

援、ボランティアグループへの

助成、貸出備品・修繕等の藤野

地域の福祉推進のために使わ

れています。 

ミルククラブ 

のびのびクラブ（やまなみ） 

貸出し備品 

事業費  2,441,000  

ボランティアグループ育成費 

500,000  

福祉コミュニティ形成事業 

300,000  

助成金 281,000  

事務費 250,000  

会議費 238,000  

予備費その他 108,000  

備品購入・修繕費 80,000  

市社協育成費 

1,530,000  

寄付金収入 

1,150,000  

前年度繰越金 

1,182,529  

事業費収入,     

255,000 
その他 

80,471  

収入 支出 

市社協育成費 

1,531,760  

寄付金収入 

1,279,144  

前年度繰越金 

1,119,486  

事業費収入 

341,525  その他 60,471  

収入 支出 

ボランティアグループ 

ラベンダーの会 

アロママッサージ 

事業費 1,940,865  

ボランティアグルー

プ助成金 450,000  福祉コミュニティ形

成事業 266,382  

助成金 131,000  

事務費 166,962  

会議費 151,992  

予備費・その他 

15,000  

備品購入・修繕費 

27,656  

繰越金 1,182,529  



お寄せいただいたご寄付は藤野地区社協

の福祉活動に活用させていただきます。 

ありがとうございました。 

 

ご寄付いただいた方々（順不同・敬称略） 

・勝川 任雄 

・吉野、日連、牧野、名倉地区親睦

会 代表 宮野善三郎 

・匿名 2 名 

集計期間：Ｈ27.4.18～Ｈ27.6.19 

寄付金額：  ５０，５０８ 円 

             

藤野地区社協つうしん～みんないいひと ふじの地区～ 第４２号  平成２７年７月発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆずカフェオープン 

 6 月 6日（土）日連のカフェてくてくで「ゆず

カフェふじの」のオープニングセレモニーが開催

されました。芳晴さん・おひるね金魚・あやかさ

んによる歌のコーナー、認知症や介護の相談コー

ナーが設けられ、カフェてくてくの美味しいケー

キをいただきながら、60 名以上の方に楽しい一

時を過ごしていただくことができました。「ゆずカ

フェふじの」は、健康づくり・閉じこもり防止・

世代交流等の介護予防事業を行うとともに、支援

を必要とする高齢の方や障害の方・そのご家族・

地域の方・専門職などの誰もが垣根なく「集い愛」 

「話し愛」「支え愛」をする交流拠点になればと考

えております。「ゆずカフェふじの」は月 1～2 回、

佐野川から牧野まで様々な場所で開催してゆく予

定です。次回は 7 月 23 日（木）藤野中央公民館 

午前 11 時～15 時です。参加希望の方は下記電

話番号へお申込み下さい。 ☎042-686-6705 

          （ゆずカフェふじの運営委員会 

             高齢者支援センター 中里） 

★みなさまの温かいお気持ち、ありがとうございます。ご協力

いただいた寄付金は、子育て支援のミルククラブ、高齢者サロ

ンのびのびクラブ等に使われております。 

6月末の募金金額は 100,539 円でした。 

・四津屋商店  ・落合米店    ・坂下商店  

・鈴木商店   ・JA 園芸センター ・（有）松葉商店   

・柿沢商店    ・やまなみ温泉  ・東尾垂の湯   

・藤田屋      ・戸丸屋商店   ・のざき薬局    

・レストラン風里  ・スリーエフ     ・ともしびアップル  

・志村商店   ・港屋      ・ラブコール   

・（有）柴田   ・おだいどこさくら ・小沢商店     

・レストラン Shu ・喜庵      ・大衆割烹 山咲 

・ふじのね     ・ふじの温泉病院 

・神奈川カントリークラブ       

（順不同・敬称略） 

★佐野川のびのびクラブ 20周年★ 

平成７年5月に発足した“佐野川のびのびクラブ” 

が今年で 20 年を迎えました。 

お祝いの日は、大きな紅白まんじゅうが一人ひと

りに配られ、思い出話とともに、 “集まれる幸せ” 

”出来ることの幸せ“を語り合いました。     

ボランティアの西村さん    と佐々木さんは     

自分も楽しみながら無理なく     やろう！と

いう気持ちでやってきたら、     あっという

間に月日が経っていたという     感じです。

人生の先輩方にいろいろな事を教わっています

よ！”と、笑顔で話して下さいました。また、参加

者のみなさんは「のびのびクラブ合同交流会」や「公

民館まつり」で寸劇を披露するという芸達者揃いで、

まさに“お達者クラブ”です。 

これからも、仲間を増やしながら自分たちのペー

スでゆっくりながーく続けていけたらいいですね。 

 

募金箱設置依頼店 

 

作品作りの説明中 

透明な募金箱です 

今だけ かしこまって！ 


