
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お寄せいただいたご寄付は藤野地区の福祉活

動に活用させていただきます。 

集計期間：H27.10.22～H27.12.25 

寄付金額： 159,058 円 

寄付物品： 米 23 ㎏ 

ご寄付いただいた方々（順不同・敬称略） 

・ルーキーモータースポーツクラブ 

・山咲ゴルフコンペ    ・ラベンダーの会 

・有限会社 花光祭典  ・和智 正之 

・山下医院 あしたば 

・藤野 介護者の会     ・匿名 2 名  

地区社協へのご寄付 

藤野地区社協つうしん～みんないいひと ふじの地区～ 第 45号 平 28年 1月発行 

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      
 F A X  042-687-4049 
 E-mail:fujinotiku@sagamiharashi 
  shakyo.or.jｐ 
 

 第 45号 2016 年(平成 28年) 1月 15日(金)          次回は 3 月発行予定です 

 

盛況だった「ふじの子どもまつり」 

11 月 29 日（日）藤野中央公民館に於いて「子どもまつり」

が開催されました。趣向を凝らした遊びのコーナーや模擬

店が並ぶなか、地区社協では、昔懐かしい駄菓子屋を出店

しました。 当てくじや、10 円を入れるとガムが出てくる仕

組みの箱（色により当たりがある。）、おたまを使ってのお菓

子すくいどり、どれも列が出来る程の賑わいでした。特に

「当くじ」「ガム」は、当たりはずれに、一喜一憂し、当たりが

でるまでと頑張る子も見られました。また、遊びのコーナ

ーでは「わなげ」や「ストラックアウト」に真剣に挑戦する姿

もありました。午後になり、少し雲が多くなると「コーンスー

プ」を飲み、温まる光景もちらほらと出てきました。友達、親

子、祖父母と一緒に「子どもまつり」に参加する姿がほほえ

ましく思えました。子どもたちの笑顔に、いっぱい出会う 

ことができた楽しい 

                一日でした。 

 

                  理事：大房（宣） 

    新年あけましておめでとうございます 
 藤野地域の皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

 世の中は少子高齢化社会の真っただ中を進んでおり、これまで以上に福祉推進に係る新たな仕組みづくりが必要

とされているところです。私たちの期待するところは、高齢者の多様な介護・生活支援ニーズに応えるため、全国一律

のサービスではなく、地域の実情に応じた取り組みをしてゆくところにあります。 

 私たちもその一翼を担い、住民が主体となった地域の支え合いの仕組みづくりが、地域全体に、より浸透し住み慣

れた自宅や地域での暮らしが、地域における互助・共助により、可能な限り継続できるようにしてゆくことであります。 

 地区社協におきましては、「お互い様の福祉のまちづくり」を推進する中で、地域の支え合いの体制づくりを引き続

き推進してまいりたいと思っております。 

 今年も地区社協理事一同さらに精進してゆく所存ですので、地域の皆様方のより一層のご支援、ご協力を賜ります

ようお願い申し上げ、年頭の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 
 

内容 備考 

実践！ その① 

「車椅子操作と介助方法」 

～乗ってみよう、押してみよう～ 

・車椅子の操作方法、移乗方法

を実践で学ぶ。 

実践！！その② 

「車椅子修繕ボランティアについて」 
・車椅子を実際に点検し、ポイン

トを学ぶ。 

 

ご近所福祉の実践に学ぶ 

１２月3日、藤野中央公民館で、「福祉コミュニティ形成

事業講座」が開催されました。当日は、川崎市宮前区で

地域の支え合い活動に取り組むボランティアグループ

「すずの会」代表鈴木惠子さんの「ご近所パワー活動

術」と題する講演が行われました。ちょっと気になる人

を入れながらのサロン活動「ご近所サークル」の取り

組みの紹介があり、講演後グループに分かれて、藤野

での「ご近所福祉」の進め方が熱心に話し合われまし

た。               委員長：河内 

 

 

～研修を受けて～ 

平成 7 年 鈴木さんの 

在宅介護経験から仲間 

5 人とスタートした「すずの会」。今では５９人の仲間と

年間 600 件の困り事を解決しているそうです。情報の

提供、ネットワーク作りを基本に先の事は活動しながら

考え、身の丈に合った実践を積み重ねて20年メンバー

の情熱とパワーに感動し、あらためてご近所同士の助

け合いの大切さに気づかされました。 藤野はまだま

だ地域の繋がりが深い所ですが、今後、高齢者の１人暮

らし、２人暮らし、老々介護家庭等が増える中、ご近所

同士、ますます声をかけ合いたすけあいを深めていく 

必要があると思いました。     参加者：佐々木                           

藤野地区社協 つうしん 

やってみよう！ 乗ってみよう！ 

 

   

～車椅子介助とメンテナンスのポイント～ 

        
日 時 ： １月 30日（土） 午後１時 30 分～ 3時 

場 所 ： 藤野中央公民館 ３階大会議室 

指導者 ： 若月 謙二さん 

（市社協高齢者移送サービス員、元東京消防庁消防士） 

★申し込み：1 月 22 日（金）まで藤野地

区社協へご連絡ください。 

＊動きやすい服装でお越しください。 

☎ ０４２－６８７－３３６１ 

社協には無料で貸し出

している車椅子があり

ます。。 

ちょこっとメンテをして

いただけるボランティア

も募集していま～す！ 

 

 

年の瀬をむかえ、地区社協では 70 歳以上のお一

人暮らしの方等に対し、近況確認、激励を兼ねて民

生委員の方々に訪問していただきました。「日頃から

気にかけて 

くれて、ありがた 

いよ。」と地域で 

の温かい関係が 

感じられました。 

編集：藤野社協企画委員会 

  門倉 宮野 中里 上條 http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/chikushakyo/fujino/index.htm 

 

★藤野地区社協つうしんバックナンバーはこちら↓ 

年末の見守りで安心です！ 
～おたがいさま訪問サービス～ 

 

防災グッズ 
ペン付 LED ライトと笛

をお渡ししました。 

藤野中央公民館 

ふじのに人形劇団やって来た！ 

12 月 12 日「藤野ミルククラブ」で人形劇「こぱん」を招き

「おおかみと 7 ひきの子やぎ」の観劇をしました。劇の前に

ペープサートやミニストーリのお楽しみもあり、みんなワク

ワクして待ちました。そしていよいよ本題の「おおかみ・・」

に、お二人で操作しているとは思えない程の人形の動きと

場面転換に感心し、おおかみ登場の場面や子やぎ達が食

べられそうになると、「おおかみだよ！」「はやくにげ

て！」と、かけ声をかける程物語に引き込まれていました。 

あっという間の 1 時間半は子どもも大人も十分に楽しむ事

が出来、子ども達の目がキラキラしていたのがとても印象

的でした。    支援員：萌出 

 

？車椅子を見たことがあっても、使い方

を知らない・・・ 

？どうやって車椅子にのせるの？・・ 

地区社協事業報告 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYvZ2Xm-TJAhWENKYKHTHpCU4QjRwIBw&url=http://www.tcmart.jp/fs/tcmart/c/0000000117?sort%3D03&psig=AFQjCNGwxOtscovu63gUo5Bru2EL0nbPfA&ust=1450486971298706
http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/chikushakyo/fujino/index.htm


  

 

11 月 21 日（土）、天候に恵まれ、芸術の家で福祉のつどいが行われました。早朝からボランティアの

皆さんに、それぞれの部署で活躍していただき、開会を迎えることができました。 

 午前のステージでは、福祉功労者表彰式後かわいいお遊戯、手話ソング、ダンス、オーケストラ、と各グ

ループの発表があり、歓声と笑顔が溢れ、それぞれの発表に、とても心が癒されました。 

また、メイン会場では体験・模擬店コーナーがあり、アロマのいい香りが漂う中、手作り品やおいしい食べ

物が並び、つどいが盛り上がりました。 

 午後は爽やかな藤野中学生の合唱、そして、若さとエネルギッシュなパーカッショングループのフラワー

ビートが、マリンバや台所用品を打楽器にしての、すばらしい演奏は五感で体感でき、元気を貰う事ができ

ました。クリエーションホール以外の会場では、作品の展示、手話体験やパソコン体験あそびのコーナーが

設けられ、お楽しみがいっぱいの一日でした。また、今年初めて藤野中学校の生徒さんに司会、受付、着ぐ

るみ等のボランティアで大活躍していただきました。 

 福祉のつどいを通して、「みんなつながる」「楽しさ広がる」のテーマが達成できたと思いました。 

大勢の皆さんにご参加いただき、ありがとうございました。 

 これからも藤野地区社会福祉協議会に、ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 

                      藤野地区社会福祉協議会 副会長 小池 和代 

藤野地区社協つうしん～みんないいひと ふじの地区～ 第 45号 平 28年 1月発行 藤野地区社協つうしん～みんないいひと ふじの地区～ 第 45号 平 28年 1月発行 

大信建設（株） (株)ルーキー 研修センターふじの 梅ヶ枝 （株）コダマ製作所 雄和工業 
（有）オートショッ
プモリカワ （有）柿沢商店 

（有）森川工務店 （株）マルダイ （有）相模ルーフ （株）フジヒロ商会 （株）積製作所 （有）山咲 林建設（株） （合）千歳屋志村商店 

（有）福 龍 （有）ファースト （有）防災電設 （有）野伏建築鈑金 （有）望月モータース （株）エコロ （有）守屋建設 （有）戸丸屋プロパン 

（有）小山設備 （有）藤野電工 （有）山電工業 （有）楢島工業 
（有）清水プラス 
チック工業 ＩＭＶ（株） 川上製作所 新相模（株） 

（有）柴田 （有）プライマリー （有）遊魚園 （有）澤田造園土木 
（株）北相模環境 
管理開発 日相建設（株） （有）東洋産業 （有）丸山製作所 

（有）相武冷熱工業 （有）柳田造園 藤野製作所 (株)エイト資源開発 中央サーキット藤野 （有）松葉商店 陣谷温泉 ＪＡ津久井郡牧野支所 

藤野商事（株） （株）ECP 中央電子（株） （株）相模化学工業 （有）守屋石油 （有）山崎産業 姫谷 ミニセンター オタザワ 

セブンイレブン 
藤野店 （有）吉田製作所 （有）関戸製作所 （有）エイト化成 （有）岩松造園土木 （有）イタヤゴシ 陣渓園 北相石油(有) 

 

 

（有）もろずみ酒店 （株）紀の国屋 富士見茶屋 （株）滝沢電機 
ＪＡ津久井郡 
藤野支所 

藤野 
フラワーガーデン 

（有）佐藤整備 
工業所 （株）牧野製材所 

（有）原田電気商会 日相園四季亭 （有）桐花園 吉田工業 
（有）フェバリット 
シングス 

（有）アジア合金 
製作所 （有）スギモト鉄工 港屋商店 

（有）誠報社 天狗岩 （株）小山工務店 （有）志村土建 レストラン風里 （株）野崎工務店 
コミニューター 
サービス（株） 高崎建設（株） 

藤野クリーニング （有）クラタ しみず（弁当） 
医療法人社団 
清伸会 （有）加藤製材所 （有）のざき 四津屋商店 バカンス村 

創和建設（株） （有）秋川屋 小沢商店 （株）マルカ 落合歯科医院 （有）阿部製作所 （有）ウエマツ （有）緑禮園 

藤野交通（株） （株）協進電設 清水商店 
神奈川 
カントリークラブ （株）臼井工業所 （有）佐藤測量設計 船橋電機 

梨泰院 
（イテウォン） 

藤野生産森林組合 （有）みやざき （有）芹沢土建 （有）永井土木 
（株）オブチ電機 
製作所 （有）名倉塗装工業 

（有）サ―フェイス 
ヨシムラ ＊ご協力いただい

た企業 
（順不同・敬称略） 

（有）藤野開発 倉田自動車 （有）藤商木材 
ふじの温泉 
東尾垂の湯 

株式会社 
アキト精機 名倉電気商会 

（有）藤本 
プラスチック工業 

 

～赤い羽根の共同募金へのご協力ありがとうございました。～ 
合計金額 1,348,346 円  ＊戸別募金（共募） 549,650 ＊年末 294,160 ＊街頭募金 25,31７ ＊職域募金 19,796 

         ＊法人募金  441,000 ＊校内募金 藤野北小学校・藤野中学校  12,387 ＊その他  6,036    （12 月末現在） 

 

募金は県内の多様な福祉活動の充実のために使われます。 

募金活動に際し、住民の皆さま、自治会役員、民生委員の方々のご協力に深く感謝いたします。 

 

駐車場係は縁の
下の力持ち 藤野中学校は学年を超えて素敵なハーモニーを聴かせてくれました！ 

＊福祉功労者表彰式＊ 

   おめでとうございます 

・藤野商工会チャリティゴルフ実行委員会 

・医療法人 清伸会 老人保健施設なごみの里 

・山咲ゴルフコンペ     （順不同・敬称略） 

作品展示も大作ぞろい！ 

あそびのコーナー

では絵本作り、不

思議なカード作り

が大人気！ 

手話通訳 

会場がひとつになった「福祉のつどい」 

 ♪～魅力的な“フラワービート”の演奏～ ♪ 
ミルククラブのお遊戯に会場からは “カワイイ！” 

本格的なシュタイナー学園のオーケストラ 

白熱したジャンケン大会 

後 援 藤野地区自治会連合会、藤野地区民生委員児童委員協議会 

 くりのみ学園、藤野さつき学園、佐野川薫風、ふじのタンポポ、 

すずかけの家、夢かご、藤野商工会、藤野観光協会 

    社会福祉法人相模原市社会福祉協議会 

協 賛 東尾垂の湯、藤野やまなみ温泉、いやしの湯、さがみ湖温泉うるり、

松葉商店、山梨信用金庫藤野支店、JA津久井郡藤野支所 

JA津久井郡牧野支所、吉野郵便局、日連郵便局、牧野郵便局、 

かごの会                   （順不同）                   

見て～ スプーン

で演奏するよ♪ 


