
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

藤野の「折り紙サークル」の

皆さんから、かわいい折り紙 

         の人形と写真入れの寄付が届

きました。地区社協の「ぽっ

かぽかぬくもり赤ちゃん支援

事業」での訪問の時、おもち

ゃと一緒にお届けしますね。

ありがとうございました！ 

         

のびのびクラブへ“Let’s トラビック！” 

 “レッツトラビック”とは、「高齢者の方が歩行中

に交通事故にあわないために」考えられた、軽い運

動です。６月１４日（火）に神奈川県警と津久井警

察との方に来ていただき、下岩と沢井のびのびクラ

ブの合同で開催しました。「春が来た」など唱歌の替

え歌に合わせて体を動かしました。 

飛び入り参加の“腰
こし

永
なが

 小百合
さ ゆ り

さん”の登場に会

場は大喜び！動きも軽やかに心地よい汗をかきまし

た。終了後、佐野川駐在所の赤土
あかつち

さんを交えて、お

茶を飲みながら、熊出没や振り込め詐欺の話で盛り

上がりました。 

名倉のびのび、やまなみ友の会でも開催されまし

た。 

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 48 号 2016 年(平成 28年) 7月 1日(金)          次回は 10月発行予定です 

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 48 平成 28 年 7 月発行 

藤野地区社協へのご寄付 

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。 

温かいお気持ちをありがとうございます。 

集計期間： Ｈ28.4.21～H28.6.20 

寄付金額： １９１，１８９ 円 

 

ご寄付いただいた方々（順不同・敬称略） 

・ＮＰＯ 北丹沢山岳センター 

・5 地区（名倉、吉野、日連、牧野、佐野川） 

 対抗ゴルフチャリティー 

・扇宮会 40 周年記念チャリティ舞踊発表会 

・匿名 2 件 

・書き損じはがき  29 枚             

「劇団 みんみん」 誕生！ 

 昨年秋、藤野地区民生委員・児童委員の研修旅行で

の世間話は、嫁姑の話、近所付き合い等の苦労話で、

話しているうちに数人が同じ様な体験をしている事を

知りました。後日その時の事を劇にしたいと話したと

ころ、快い返事をもらい、早速劇団を作る事にしまし

た。メンバーは、６人の有志たち。民生委員の民
みん

をとっ

て“劇団みんみん”と命名。お嫁さんの応援歌としての

劇に、民生委員活動の話も入れて、オリジナルの脚本

を作りました。 

 あまりにもはまり役の役柄に大笑いしながら練習を

重ね、まずは仲間の民生委員に見てもらい、4月 25日

に初めて「ゆずカフェふじの」で公演するまでに至り

ました。（特養「銀の館」で開催） 

 わかりやすく楽しい劇をモットーに、いろいろな場所

で公演できたら・・・と思っています。       

藤野地区民生委員・児童委員 会長 野﨑 貴子 

藤野地区社協 
ボランティア講座 

日 時 ： 平成 28 年 7 月 11 日（月） 午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

場 所 ： 藤野中央公民館 3 階大会議室 

講 師 ： 認知症サポーターネットワーク＠さがみはら 

      市川 勝氏（さがみはらリハビリテーション病院 言語聴覚士） 

対 象 ： 藤野地区内にお住まいでテーマに関心のある方 

内 容 ： ・認知症の正しい理解と支援/認知症サポーターについて 

・寸劇 “認知症になってもこのまちに住み続けたい・・・” 

（藤野地区民児協有志による「劇団みんみん」） 

協 力 ： 藤野高齢者支援センター 
     ＊認知症サポーター養成講座に基づき受講終了後にオレンジリングを差し上げます。 

時  間 内    容 

9 時～11 時 30 分 

きみも チャレンジャー！ 
～今日からきみも主役になれる～ 
・チャレンジ 1 簡単マジック 
・チャレンジ 2 絵本の読み聞かせ 
・手話ソングにも挑戦！ 
・ボランティアってなんだ？  

11 時 30 分～13 時 
昼食  
ボランティアの方が作るお昼ごはんをみんなで食べます。 

13 時～15 時 

やってみよう！ボランティア はじめての一歩 
・みんなの前で披露してみよう 

  高齢者デイサービスに行って、習ったマジック・読み聞かせなどを
披露してみよう！  

・ふりかえり 
・修了証書を授与 

 

 

開催日 ： 平成 28 年 8 月 24 日（水）午前 9 時～午後 3 時 

場 所 ： 藤野中央公民館 3 階大会議室 他 

対象者 ： 小学 4 年生～中学生 

参加費 ： １００円（昼食代） 

募集定員： 15 名程度 

申し込み締め切り日：8 月 10 日（水）までに 

直接藤野地区社協へ ☎042-687-3361 

藤野地区で活動されている舞踊団体の「扇宮会
せんみやかい

」

（代表：宮野章乃）様が、６月１９日（日）相

模湖交流センターで扇宮会４０周年記念チャリ

ティ舞踊発表会を開催され、集まった「チャリ

ティ募金」を藤野地域の福祉のためにと全額、

藤野地区社会福祉協議会へ寄贈されました。 

 当日は、藤野地区社会福祉 

協議会 大塚章会長が直接 

ステージ上で会主の日之出 

扇宮（宮野章乃）様から贈呈 

されました。 

６６，０３３円のご寄付 

がありました。 

ありがとうございました。 

【お知らせ】 

 藤野社協 つうしん「みんないいひと」の発行が変更になります。 

今までは、年 6 回発行していましたが、今年度より年 4 回の発行になります 

～身近な方が認知症に・・どう支えていけばいいのか～ 

広報委員： 
宮野、中里、長屋、上條 

民生委員・児童委員だより 

認知症高齢者の対応を熱演！ 

扇宮会チャリティ公演大盛況 

温かい気持ちが届きました 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ★地区社協研修会報告★ ～田名地区社協を訪ねて～ 
 
ボランティアセンター事業、声かけ・見守り活動などに先進的に取り組んでいる「田名地区社会福祉協

議会」を訪ね、2 つの事業についてお話しをお聞きしました。 

 「田名ボランティアセンター」は、“地域のちょっとした困りごと、公的支援の狭間の受け皿”・“個人

ボランティアの受け皿”として平成２２年に開所。現在、運営委員・コーディネーター・サポーター等６

９名で運営し、２７年度の支援数４９１件、延べ１１００人が活動。依頼件数も活動件数も徐々に増加し

ているとのことでした。 

 「田名福祉ねっとわーく」は、協力員７００名。ご近所同士での日頃のあいさつ・声かけによって周り

を気にかけ、ちょっとした異変に気づいたら、民生委員・児童委員につなげる取り組み。６年間の事例も

あげてのお話しでした。 

 継続的な実践をふまえてのお話しに、 

多くの質問をさせていただき、今後の 

活動の大きな参考となりました。 

 その後、「田名ボランティアセンター」 

の事務所も見学させていただきました。 

         

         理事 加藤 幹雄 

                                      

～藤野地区社協定期総会が開催されました～  

退任・新任理事紹介（敬称略） 

 

お疲れさまでした（退任） 

門倉 睦男（社会教育関係） 

町田 重光（社会福祉事業団体） 

 

よろしくお願いします（新任） 

武井 孝夫（社会教育関係） 

長屋 惠 （社会福祉事業団体） 

 5 月 24 日、藤野総合事務所にて平成 28 年度の総会を開催いたしました。当日は 

相澤副区長が出席され、ご挨拶をいただきました。森久保構成員(杉自治会長)が議長を務め、 

27 年度事業報告及び会計報告と、28 年度事業計画、予算について審議、承認されました。 

 総会終了後、一般の方々も参加し「講演会」が行われました。神奈川県立保健福祉大学 

准教授、中村美安子先生による、「介護保険制度の改正と地域活動への期待」がテーマでした。  

急速に高齢化が進んでいく中、住み慣れた地域で生活を維持していくために、日常的な生活支援や高齢者

の社会参加・社会的役割を持つことが介護予防につながる等、多様なサービスや活動が利用できるような

地域づくりを皆で考え行っていくことが大切である。そして、市民が考え動いて行く時には気構えず、「ま

ずはやってみよう！試行錯誤しながら進んでいこう！」など、活動のヒントをいただきました。 

 

収入合計 

3,931,000 円 

支出合計 

3,931,000 円 
平成 28年度収支予算 

  地区社協の主な事業 
 

★児童への福祉啓発、子育て支援 

・ミルククラブの運営・実施 

・幼児教室への支援 

・幼児ふれあい交流事業 

・ぽっかぽかぬくもり赤ちゃん支援事業 

・ふれあいスクール（8月 24 日） 

 

★高齢者の福祉 

・のびのびクラブへの活動支援 

・おたがいさま訪問事業 

 

★障がいのある方への福祉活動 

・アップルパソコンクラブの開催 

・障がいのある方の理解を促進する。 

 

★ボランティア活動の活性 

・ボランティア講座（7 月 11 日、9 月、3 月予定） 

・ボランティア活動助成 

 

★地域福祉の推進 

・藤野福祉コミュニティサポートセンターの運営 

・福祉のつどい（11 月 5 日（土）） 

・物品貸出事業 

・災害見舞金の支給 

・地区社協関連団体助成及び当事者団体助成 

 

★地区社協活動、地域福祉推進の広報 

・地区社協つうしんの発行（今年度より年 4回） 

・地域イベントでの広報活動 

 

質問にも熱が入ります 

ボランティアセンターでの１コマ 

地区社協特別寄付   一口 100円 

市社協賛助会費    一口 200円 

5月～7 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。 

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。 

 ご協力をよろしくお願いいたします。 

貸出用備品・是非ご活用下さい 

・ワンタッチテント（6 張） 

・大型テント（2 張り）及び三方幕（1 組） 

・着ぐるみ（りす、三毛猫） 

・ポップコーンメーカー 

・綿菓子機 

・一升炊き電気炊飯器 

・30 センチアルミ鍋 

・飯台 

・当り鐘 

・サンタクロース衣装（立派です!） 

・ハンドベル一式 

・ワイヤレスマイク、アンプセット 

・プロジェクター、スクリーン 

・輪投げ 

・簡易畳 

 

 

市社協キャラクター 

にこまる 

おたがいさま訪問 


