
 

地区社協へのご寄付 

※折り鶴作品は、令和４年５月３１日（火）まで展示予定です。 

※３月５日（土）・６日（日）は、藤野中央公民館まつり（展示のみ）と同日開催 

予定です。 

※新型コロナウイルスの感染状況により、変更になる場合があります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

１１月２４日（水）午前

中に、わかな会（食生活改

善推進団体）と地区社協共

催で、未就園児の親子を対

象にした「食育座談会」を

実施しました。子ども１日

分の野菜摂取目標を知り、 

各家庭で食べている野菜の重さを実際に計りました。わ

かな会からは、好き嫌いなく野菜を食べられるように、

苦手な野菜はミキサーで細かくしてハンバーグに入れた

り、多めに作り冷凍保存しておくとよい、などの助言が

ありました。 

親子で手遊びしたり、 

親の見守る中でままごと 

や転がるおもちゃで遊ん 

だり、年齢的に寝てしま 

ったりといろいろでした 

が、ゆったりとした「食育座談会」になりました。 

今が一番親子一緒に過ごせる時なので、食育も子育て

も楽しんでいけるといいですね。 

支えあい・助けあう活

動によって、藤野地区が

さらに住みよい地域にな

るためのしくみです。 

「ゴミ出しが大変」「 

電球交換ができない」な 

ど、日常生活での「ちょ

っとした困りごと」をご連絡ください。コーディネータ

ーが調整して、サポーターが作業に伺います。 

「私一人じゃあ、とてもできない。清清した。」と、

草とりや剪定が終わった庭をみなが 

らの利用された方のことば。 

 スタッフは、守秘義務を守り、 

依頼された方のご意向にできる 

限り添うように努めています。 

また年１～２回交流会を開き情 

報交換をし、より有意義な活動 

を目指しています。 

過去のつうしんの他、地区社協の情報をご覧になれます。 
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第 67 号 2022 年(令和 4年) 2 月 1 日 (火)         次回は 7 月発行予定です 

藤野地区社協 

お寄せいただいたご寄付・企業特別寄付は、藤野地 

区の福祉活動に活用させていただきます。 

あたたかいご支援、ありがとうございました。 

集計期間：令和３年１０月１１日～令和４年１月１０日 
 
 

＊寄付金額：     ２０９，２１２ 円  

 
 
 
 

・中央電子(株)藤野会 

・北丹沢山岳センター 

・原製作所 

・港屋商店 

・藤野下お地蔵さん 

・尾﨑 哲 

・匿名 ５件 

ご寄付をいただいた方々（敬称略・順不同） 

 

 

 

 

１０月２９日に、 

「地域福祉の推進と 

民生委員・児童委員 

の役割」という内容で、国際医療福祉大学の小林雅彦先

生のお話を伺いました。民生委員の基本的立場や、任務・

職務など言葉は難しいのですが、先生は時折ユーモアを

交えながら、とても分かりやすく話してくださいました。 

特に印象に残っているのは、「大切なことは、住民の

話を真剣に聴くこと」というお話で、耳と目と心（耳＋

目＋心＝聴）を全て相手に傾け、受け止めることだと伺

いました。また健康で長生きするために、①きょういく

（今日
．．

、行く
．．

ところがある）②きょうよう（今日
．．

、用
．
事

がある） 、この二つが必要だ 

と教えていただきました。 

時間があっという間に過ぎ 

た、実りある研修会となりま 

した。 

民生委員・児童委員だより 

全体研修 

～民生委員とは～ 

【聴くときのコツ】 

あ…相づちをうつ 
い…急がせない 
う…うなづく 
え…笑顔で 
お…おうむがえし 

幼児ふれあい交流事業報告 

 

手遊びにニッコリ 

どれぐらい食べてるかな？ 

前号のつうしんで募集した「つながる  折り鶴大作戦」において、約３０，０００羽もの鶴が
集まりました。保育園や幼稚園、小学校や中学校、施設や団体、地域の皆さま、多くの方々にご
協力をいただきありがとうございました。「どんな作品ができあがるのか楽しみ」「久しぶりに
折って楽しかった」などのお声も寄せていただきました。 
皆さまの願いや想いを伝える作品を展示します。ご来場の際は、マスク着用や検温、手指消毒

の実施などにご協力いただきますようお願いします。 

市社協キャラクター 
にこまる 

＊マスク着用での参加をお願いいたします。 

＊新型コロナウイルスの感染状況により、オンライン開催または延期・中止と 

なる可能性があります。 

 正しい知識と理解で 

    あなたも、認知症サポーター！！ 

つながる   折り鶴大作戦 

～藤野地区福祉のつどい～ 

おたがいさまの 

まちづくり 

藤野地区社協 

ボランティア講座 

支えあい・助けあい活動 

「おたがいさまネットふじの」（おたネット） 
専用電話：０８０－２５６５－５０１３ 

活動の様子 

１ 日 時 ： 令和４年２月１８日（金）午後２時～３時３０分 

２ 場 所 ： 藤野総合事務所 ４階 会議室 

３ 講 師 ： 佐藤 隼 氏（さがみリハビリテーション病院） 

４ 内 容 ： 認知症の人と接する時の心構えなどを学びます 

５ 参加者 ： 認知症に関心のある方（定員２０名程度） 

６ 申込み ： ２月１０日（木）まで 

藤野地区社会福祉協議会 ☎６８７－３３６１ （担当 松岡） 

１ 日 時 ： 令和４年３月４日（金）～３月１０日（木）正午 

２ 会 場 ： 藤野中央公民館 １階交流スペース 

３ 内 容 ： ＊折り鶴作品の展示 

＊福祉施設・団体等の活動紹介や製品・作品の展示 

藤野地区福祉のつどい 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設紹介】 

現園舎は、２００ｍ先の入所施設くりのみ学園作業棟とし

て平成８年９月完成、通称「くりのみ荘」。平成１５年４月、

通所施設「くりのみ園」として再スタート。 

リサイクル作業・陶芸・しいたけ原木栽培・農芸等、個々

のご希望やニーズに応じた作業活動を提供、週１回半日の「芸

術の家」外周清掃作業も。焼成まで行える陶芸作業棟も併設。  

マイクロバスで藤野駅・相模湖駅等の範囲で送迎。 

 

 

 

わがまちの施設紹介シリーズ第 16 弾 

○障害福祉サービス事業所 

生活介護（定員２０名） 
 
所在地：緑区牧野６０４５－１ 

連絡先：０４２－６８９－２２３３ 

 

令和３年度福祉関係表彰をご紹介させていただきます。（敬称略・順不同） 

 

 

 

 

 

平成８年の社協主催の 

手話講座をきっかけに結成 

された手話サークル「わなげ」は、 

輪投げの輪がチェーンのようにつながっていく、みん

ながつながるという意味を込めてつけられました。 

活動は、地区社協の福祉講座での啓発や福祉のつど

いでの手話通訳、高齢者サロンなどにも協力してきま

した。現在の活動は月一回の勉強会を中心に、依頼が

あれば手話を広める活動も積極的に行っています。 

ボランティア・いきいき！！ 

手話サークル 
 
「わなげ」 

令和３年１２月１日、藤野 

地区民生委員児童委員協議会 

の障がい者部会で手話研修会 

を行いました。参加者は最初 

少し緊張した様子でしたが、 

講師二人の巧みなお話に緊張の 

糸もほぐれ、なごやかな雰囲気で進みました。 

耳の不自由な方々への接し方や日常の簡単なあ 

いさつ、自分の名前 

などの手話も教えて 

いただき、とても有 

意義な研修会となり 

ました。 

研修を受けた民生委員より 

 

◆令和３年度報告（１２月３１日現在） 

区 分 実績額 

地区社協特別寄付 244,000 円 

市社協賛助会費（総額） 485,300 円 

地区社協財源 

（賛助会費総額の５割 

＋特別寄付） 

486,650 円 

 

地区社協特別寄付・一般賛助会費（戸別分） 

 

・四津屋商店 ・カフェレストランＳｈｕ ・老人保健施設 なごみの里 ・藤田屋 

・坂下商店 ・ローソンＬＴＦ藤野店 ・港屋商店 ・のざき薬局 

・鈴木商店 ・大和屋 ・港屋商店(温泉病院内売店) ・レストラン風里 

・おだいどこ さくら ・そば処 喜庵 ・志村商店 ・ラブコール(スナック) 

・ＪＡ園芸センター ・柿沢商店 ・神奈川カントリークラブ ・ヘアーサロン ＢＬＵＥ 

・スーパーまつば ・ふじの温泉病院 ・ふじのね ・ＪＡ神奈川つくい 藤野支店 

・大衆割烹 山咲 ・藤野やまなみ温泉 ・(有)藤野電工  

 

藤野地区社協募金箱 設置場所（敬称略・順不同） 

 赤い羽根共同募金 

◆令和３年度の募金実績（１２月３１日現在） 

区 分 実績額 

赤い羽根募金 609,621 円 

年末たすけあい募金 240,820 円 

合 計 850,441 円 

 

募金活動に際し、住民の皆さま、自治会の皆さま、企業やお店の皆さまの

ご協力に深く感謝申し上げます。 

ご協力いただいた募金等は、藤野地区内で活動する高齢者サロンや子育てサロン、 
コミュニティサロン、ボランティア団体等への助成・支援、災害時の見舞金等福祉推 
進のために使われています。 

社会福祉法人 かながわ黎明会
れいめいかい

 

くりのみ園 

藤野地区社会福祉協議会 
「福祉功労者表彰」 

 

・有限会社花光祭典 メモリアルプラザ光 

藤野地区敬老事業 
「地域貢献活動表彰」 

 
・ゆめクラブ篠原やまびこ会 

・ゆめクラブ清流健友会 

・たまり場アップル（コミュニティサロン） 

・藤野台ルピナス （コミュニティサロン） 

相模原市社会福祉協議会 
「社会福祉活動推進功労者表彰」 

 
・サークル紡 （コミュニティサロン） 

・ハート会  （コミュニティサロン） 

・どんぐり文庫（ボランティアグループ） 

・中里 眞理子（藤野地区社協 前理事） 

相模原市 
「社会福祉功労者表彰」 

 
・沢井のびのびクラブ（高齢者サロン） 

・下岩のびのびクラブ（高齢者サロン） 

・ふじの介護者の会 （当事者団体） おはよう 
 
 
 
 
 
 
 
右手でこぶしを作り、こめかみのあたり

にあててから、おろす。 

腕の前で向かい合わせて立てた両手人

差し指を同時に曲げる。 

こんにちは 
 
 
 
 
 
 
 
右手の人差し指と中指を立て、人差し指

側をひたいにあてる。 

腕の前で向かい合わせて立てた両手人

差し指を同時に曲げる。 

こんばんは 
 
 
 
 
 
 
 
手のひらを前に向けた両手を、顔の前で

左右から交差させる。 

腕の前で向かい合わせて立てた両手人

差し指を同時に曲げる。 

出典：神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課『手話を学んでみよう！』より 

     神奈川県 手話               ＱＲコードでもアクセスできます。➡ 


