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「市社会福祉協議会」は、皆さんの参加と支
えあいで福祉のまちづくりを進める社会福
祉法に位置付けられた民間の福祉団体です。

広　報

自治会に加入しよう！
自治会活動は

地域福祉の原動力！
自治会に関する問合せ

市自治会連合会事務局
電話 042-753-3419

今月のいいひと 9·10月今月のいいひと 9·10月

相模原市社協 クリック

インタビュー全文はホームページで

はねっとコチラ→ クリック

募金のつかいみちは赤い羽根
データベースはねっとホームページで

～誰もがともに支えあう地域をめざして～

第４２回 相模原市社会福祉大会
「市民みんないいひとの日」

賛助会員募集へのご協力
ありがとうございました

　市社協では、１１月５日に「市民みんないいひとの日」として、ボランティア活動やご
寄付により地域福祉に貢献された皆さまの「表彰と感謝の集い」と誰もが参加できる
「元気の出る音楽会」を開催します。

　日　時：11月５日(土)　午後1時30分～4時

　場　所：あじさい会館ホール

赤い羽根共同募金運動がはじまります
10月1日～12月31日
　共同募金は、地域福祉を推進するために、民間が行
う福祉活動を応援する「たすけあい」の運動です。地
域の自治会や学校・企業を通じ、またボランティア団
体などが街頭で募集を行います。あたたかいご協力を
お願いいたします。

募金協力企業を募集！
　職場の皆さんで小銭を集めて
募金をしませんか？ ご協力いただ
ける企業の皆様には募金箱など
をお貸しします。
問合せ　県共同募金会相模原市支会
電　話　042-730-3888

角田浩判さん
中央区上溝在住

　突然の体調不良から
一時は引きこもりに。
再就職した現在では、Ｎ
ＰO活動として若者の社
会参加と市民活動をつ
なぐ取り組み等もされ
ています。「肩肘張ら
ず、自分のできること
を少しずつ…今もまだ
道の途中です。」

川瀬勝子さん
緑区原宿在住

　「特にボランティアを
しているという意識は
ないんです。特別なこ
とをしているわけでは
なく、ごく当たり前の
ことをごく当たり前に
しているだけなんです
よ。無理しないで自然
体で活動しています。」

問合せ 　総務課　電話 042-730-3888

11月1日(火)～6日(日)
あじさい会館1階

●サロン活動紹介パネル展
　市内約200か
所で開催されて
いる高齢者や子
育て中の親子の
交流の場である
サロンを写真で
紹介。

●マスコットキャラクター発表！
　審査結果を発表！ 
最優秀賞･優秀賞の
デザイン原画を展示
します。

入場無料
申込み不要

直接会場へお越しください。

パネル展　パネル展　

　1997年創立。団員は社会人から学生、主婦など幅広い年齢層で構成さ
れており、定期演奏会や市内でのイベント演奏、病院・福祉施設での演奏
活動など地域に密着した活動を行っています。

第１部　表彰と感謝のつどい　午後1時３０分～
社会福祉活動推進功労者等表彰式
マスコットキャラクター表彰式

第２部　元気の出る音楽会　午後３時（予定）～
ポピュラーな曲を楓響ウインドオーケストラの皆さんが演奏します。
お子さんや障害のある方、ご高齢の方、そのご家族の方にもお越しいただき、
みなさんで演奏をお楽しみください。
　曲　目（予定）：行進曲 コバルトの空、マル・マル・モリ・モリ！、川の流れのように など

ふうきょう

☎

賛助会員募集へのご協力
ありがとうございました

　7、８月に市社協賛助会員の募集を行いました。たくさんのご支援を賜り、誠にありがと
うございました。募集結果は、今後本紙、ホームページ等でご報告します。

問合せ　総務課　　042-730-3888

ふうきょう

楓響ウインド
オーケストラ



寄
付
物
品

　「高齢者の方へ」「障害児・者の方へ」等、分野別に福祉制
度や各種相談窓口のご紹介をしています。

　相模原には素敵な活動をされている方がたくさん！ 市内で福祉
の活動に携わっている方を毎月お一人ずつご紹介します。

　市社協の活動を財源面でご支援いただいた企業の名称や個人
の名前を掲載しています。気軽にご寄付をされたい方は、募金箱
設置店をご活用ください。

　新着情報はこちら。市社協からのお知らせはもとより、ボラン
ティアやイベント情報等、市内の福祉関係団体からお寄せいただ
いた情報を毎月1日、10日、20日の月3回更新しています。

　「保健と福祉のライブラリー」や「ふれあいデイホーム」など、市
社協が運営している各種施設を紹介しています。

　市内22地区にある地区社会福祉協議会の活動についてご紹介し
ています。より身近な地域の福祉活動についてご案内しています。

　動画コーナーでは市社協が製作したＤＶＤ「知的に障害があるこ
との理解（約12分）」や「みんなができる心のバリアフリー（約10分）」
を視聴できます。

　市社協のホームページでは、最新の講座や研修、市内福祉施設等が開催するイベント情報をリアルタイムで掲載している他、毎月お一人の市民の方をご紹介
する「今月のいいひひと」のコーナーや、保健と福祉のライブラリーより「今月の気になる本」を隔月で掲載しています。
　また市民の方に障害について理解を頂くことを目的に市社協が制作した映像を動画でご覧いただくこともできます。相模原の福祉情報が満載！市社協の
ホームページをご活用ください。

●社会福祉のために

●高齢者福祉のために

●障害者福祉のために

●交通遺児のために

●少年院図書代のために

〔企業・団体〕

●社会福祉のために

●交通遺児のために

〔個　人〕

●福祉機器

●雑貨

●小物

〔企業・団体〕

●福祉機器

●鮎

〔個　人〕
小　山

相模台

大　沢

橋　本

中　央

大野中

大野南

橋　本

大野北

中　央

大野北

中　央

星が丘

東　林

横　山

大野南

相模台

中　央

中　央

市　外
（敬称略・順不同）

地区名名前・名称

～たくさんのご寄付をありがとうございます～
一人ひとりが福祉活動

平成23年7月1日から8月31日までにご寄付を寄せられた方は、次のとおりです。

　市社会福祉協議会には、市民の皆様から多くの寄付が寄せられ、福
祉の向上に役立たせていただいています。「地域住民の参加と支えあ
いによる福祉のまちづくり」を実現するため、ひとりでも多くの方の
ご協力をお待ちしております。  

寄
付
金

佐藤　榮一

坂本　堯則

矢沢　　守

持田　　勉

大谷　勝子

森　　郁代

匿名　5名

竹内三代子

匿名　1名

持田美恵子

河本　徳一

神奈川土建一般労働組合　相模原支部

株式会社　河本総合防災

ＪＡ相模原市組合員ゴルフ大会

千代田四丁目自治会一組親睦会

イトーヨーカドー労働組合相模原支部

さがみはらグリーンプール売店

匿名　1名

相模原けやきの会

江口　洋子

匿名　1名

匿名　5名

大谷　勝子

匿名　3名

相模原沖縄県人会

グローブライド株式会社

ふれあいサービス
「基礎研修会」開催
　　 ～協力会員を募集！～

　ふれあいサービスは、高齢や病気で買い物・調理・掃除や通院介
助を必要とする方を「協力会員」が支援する有償の家事援助・介助
サービスです。「協力会員」として活動できる方を対象に、登録して
いただくための「基礎研修会」を開催します。

日　時　10月25日（火）・26日（水）　午前9時30～午後4時
会　場　南保健福祉センター　４階会議室
内　容　ふれあいサービスの概要、認知症高齢者の理解、車いす操
　　　　作方法、コミュニケーション技術等についての講義、実習。
謝　礼　協力会員に登録し、活動した方には1時間700円の謝礼が
　　　　支払われます。
申込み・問合せ　
　　　　南事務所　電話 042-765-7065

＊事前に電話で予約をしてください。（定員になり次第、予約を終了します。）
＊相談は一人1回とさせていただきます。

午後１時２０分～４時
（相談時間は一人４０分間です）

10月27日（木）

11月24日（木）

相談日時（予約制）

法律相談場　　　　所　あじさい会館 6階　福祉研修室
対　　　　象　高齢者・障害者とその家族
予約受付時間　月～金曜日（祝日を除く）　午前8時30分～午後5時

申込み・問合せ　
あんしんセンター係　電話 042-756-5034

　市社協では、募金の使い道によって、２つの内容の募金を募集しています。 
1.全額を「被災者への義援金」とする募金
　　33件　1,184,352円（平成23年8月31日現在）
2.半額ずつを「被災者への義援金」と、「被災者を支援するボランティア・
　 ＮＰＯ団体の活動支援費」とする募金
　　92件　15,230,380円（平成23年8月31日現在）
　（１）義援金として　7,615,190円
　（２）ボランティア・ＮＰＯ団体の活動支援費として　7,615,190円
※募金の配分、災害ボランティア・ＮＰＯ団体に対する助成状況については、

東日本大震災により被災されました皆様には心よりお見舞い申し上げます。
復興に向けて長期的に被災者や被災者を支える活動を支援していくためには多く
の資金が必要となります。  
今後も継続的な支援をどうぞよろしくお願いいたします。

東日本大震災被災地支援募金
ありがとうございました！

東日本大震災被災地支援募金
ありがとうございました！

東日本大震災被災地支援募金
ありがとうございました！

シリーズ民生委員・児童委員の活動シリーズ民生委員・児童委員の活動 Vol.4

児 童 虐 待 の 早 期 発 見 ･ 対 応 と 子 ど もを
犯 罪 被 害 等 か ら 守 る

子 育 て 等 の 課 題 を 専 門 に 担 当 す る
主 任 児 童 委 員

シリーズ民生委員・児童委員の活動

今回は、民生委員・児童委員の児童・
子育て支援に関する活動についてご紹介します。
　全ての民生委員は児童委員も兼務し、子育て中
の親子の身近な相談役としても活動しています。
　日頃から児童委員としては、子育て中の親子が
地域で孤立しないように、様々な人に出会い、家
庭以外にも居場所を得られるような取り組みをす
すめています。
　例えば、相模湖地区民生委員児童委員協議会
では、地区社会福祉協議会に協力して、生まれた
ばかりの赤ちゃんのいる家庭を訪問しています。地域のボランティアが作った動物の
ぬいぐるみやよだれ掛け等をプレゼントするというもので、出生をお祝いすることを
きっかけに、気軽に相談できる関係づくりに取り組んでいます。

　児童虐待や犯罪被害等が子どもの成長・発達に与える影響は、計り知れないほど
大きなものです。未然に防ぐことが一番大切ですが、直面してしまった場合は児童
相談所などの専門機関と早くつながることが大切で、「発見者」となりうる近隣で暮
らす皆さんの理解と協力が不可欠です。
　特に児童委員は、近隣協力者の最前線として虐待の発見と通告・見守りといった
非常に繊細な役割を担うことが専門機関や学校から期待され、共に連携しながら子
どもたちの健やかな成長を願い、見守っています。

　各地区には主に児童問題に取り組む｢主任児童
委員｣も２～３名ずつ配置され、地域の児童委員と
連携しながら、様々な子育て支援の課題へ対応し
ています。
　主任児童委員は、市内５３名（定数）の委員が
集まる連絡会を定期的に開催し、情報交換をした
り、児童相談所や各区のこども家庭相談課等と共に虐待事例の検討や研修を行うな
ど、専門的な知識・技能の研鑽に努めています。
　また、子育て中の親子が相談しやすい身近な存在となるために、主任児童委員は
児童委員と共に、親子サロンや子育てサロンなどに積極的に参加しています。安全
に遊ぶことのできる公園や小児科のある医院がどこにあるかなど、地域の子育て情
報の提供も行っていますので、子育て中の方はお気軽にお声掛けください。

　このシリーズでは民生委員・児童委員の役割や活動を紹介します。
お住まいの地域の民生委員にご相談がある場合は、市地域福祉課
（電話０４２-７６９-９２２２）へお問い合わせください。

無料

中央共同募金会 クリック

相模原市社協

相模原の福祉情報が満載!!　市社協ホームページリニューアル

バナー広告募集
　保健・福祉・医療・教育等の広告または社会貢献活動を行っている企業等の広告
を募集しています。また法人賛助会員にご加入の法人・団体の皆様には、広告料を
値引にてご利用いただけます。

　

問合せ　総務課　電話 ０４２-７３０-３８８８

（参考：平成22年度実績）　
年間セッション数　　 約   68,000件

　　　　　　　　　　年間ページビュー数　約 287,000件

手作り品をプレゼント

連絡会で課題検討

本紙7月20日号（第181号）の記事に誤りがありました。謹んでおわびし、訂正いたします。
1面　「今月のいいひと」　誤　高橋明巖さん　→　正　髙橋昭巖さん

今月の気になる本
「あなたに最適な情報で乳がんに克つ」
  宮内　充 著（二見書房）

　「乳ガン」検診を受けた後の結果が心配、どこの病院でどのような治療を受ければ良い
のか…。不安を取り除き、最も適した方法で乳ガンを克服できるよう、自分に必要な正し
い情報を的確に収集することで、これから先の診断や治療に向う意欲や安心感を引き出し
てくれます。

問合せ　保健と福祉のライブラリー（図書室）
             電話 042-769-8275　ウェルネスさがみはら1階
　　　　 ※保健と福祉のライブラリーでは本の購入はできません
　　　　 ※ホームページで、保健･福祉･医療分野の本を紹介しています。

の病院でどのような

弁護士による権利擁護相談
～人権や財産等の権利擁護に関する個別相談～

中央共同募金会ホームページをご覧ください。

気になる
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問

かめの集い

★社会福祉協議会関係施設の休館日

10月2日（日）午後1時30分～4時
市民会館　4階　けやきの間
心の病を抱える人が孤立しないため
に、「かめの集い」に参加しません
か。ゲームやお茶を飲みながら懇談
します。
300円
心に病を持ちひきこもりがちな人
40名（申込順）
9月30日（金）まで
市社協　ボランティアセンター　
042-786-6181

￥

☎

☎

あじさい会館　　　　10月24日（月）
あじさい会館南分室　10月　2日（日）

問

すずらん2011サロンコンサート～
障がいのある方たちと楽しく過ごそう～

10月8日(土)　
午後1時30分～4時30分
相模女子大学内マーガレットホール
(４階)
ｓｔｙｌｅ-3！(アコースティックPOPインストユニット）
遠田歌子(ソプラノ)
無料
不要、直接会場へ
すずらんの会　担当　宮原　
042-749-8881

￥

☎ 問

こすもすまつり

10月15日(土)　
午前10時～午後2時
地域活動支援センター生きがいホーム
こすもす（中央区緑ヶ丘1-34-29）
1階　午前１０時３０分～１１時 ほっこり座紙芝居
　　　午後１時30分～２時　ニ胡の演奏
2階　自主製品販売、バザー
無料
不要、直接会場へ
生きがいホームこすもす　担当　嶋田
042-750-5135　 

￥

☎

☎

親子歓迎！名物ミニSLに乗りませんか？
ほかほかふれあいフェスタ２０１１

NPO発達障害の会
神奈川オアシス 子育て講座

講演会“年齢を重ねるということ”
～いずれは誰もが通る道～

公開セミナー　認知症高齢者への
介護の在り方・支援のこれから

10月16日(日)　
午前10時～午後1時
サン・エールさがみはら 2階　第1
研修室
講演「きょうだいへの対応について～子ど
もはみんな主役でいたい～」（講師：安村
明史氏）講座終了後に懇談会を実施予定。
2,900円　
30名（申込順）
Eメールに、参加希望（講座・懇談
会）、氏名、返信用連絡先、 電話番
号、所属、お立場（親、福祉関係者、
学生、その他）を明記し事前申込
mail：semi20111016@yahoo.co.jp
神奈川オアシス　担当　横倉
090-8506-0714 

￥

問

10月22日(土)
午前10時～午後3時
生活介護事業所 きらら
(南区麻溝台2-3-28) 
自主製品販売（お菓子･布製品など）、
バザー、音楽ステージ、ゲームコー
ナー、喫茶コーナー、軽食　
無料
不要、直接会場へ
きらら　担当　若月
042-701-8050 

￥

☎

問

きらら祭

10月22日（土）
午後１時30分～4時30分
ソレイユさがみ（シティ ·プラザはしもと内）
（一部）基調講演：今井幸充氏（日
本社会事業大学教授）（二部）シン
ポジウム：家族、専門職、市民の立
場から　
無料　
はがきに住所、氏名、連絡先、相
模原セミナー参加希望と記入し事前
申込　宛先〒221-0844横浜市神
奈川区沢渡4-2
(社)神奈川県社会福祉士会
045-317-2045

￥

調停委員による無料相談会

問申
￥
☎

？日時
申込み 問合せ TEL

場所 金額 対象 内容

申

申

申

申

申

申

申

☎

☎

問

問

フェスタすずらん 第４７回糖尿病週間行事 
「見直してみよう！あなたの食生活

～あなたの一膳何カロリー？」
10月29日(土)　
午前10時～午後4時
すずらんの会(南区麻溝台7-1-7）
各種模擬店、バザー、ジャズバンド
演奏
無料
不要、直接会場へ
すずらんの会　
担当　千田・宮原
042-749-8881

￥

問

11月10日（木）～14日（月）
午前10時～午後6時
（入館は午後4時半まで）
市民ギャラリー
（JR相模原駅ビルNOW４F)
精神障害のある方々が書いた詩を
題材に、あじさい大学OBのみなさ
んが絵を描き、詩と絵画を一緒に展
示するコラボレーション展。障害の
ある方々へのご理解や心温まる交流
ができればと願っています。
無料
不要、直接会場へ
「詩と絵画のコラボレーション展」実
行委員会 担当　岡村
042-761-1440

￥

☎

問

詩と絵画のコラボレーション展

11月26日（土）　
午後1時～4時30分
北里大学病院　内科総合外来・リ
ハビリテーションセンター
血糖値・体脂肪などの検査、医療
相談、参加型講演、食事取り分け
（主食の取分け、コンビニ食品など
食事に関する内容をクイズ形式で答
えてもらい講演会場にて回答する）
無料
不要、直接会場へ
北里大学病院内科専門外来2
担当　斎藤
042-778-8424 

￥
申

申

申

問

10月29日(土)　午後1時～3時
和泉短期大学　講堂 2階
あなたにとっての福祉･介護とは？
講師はノンフィクション作家沖藤典
子氏。どなたでもお気軽にご参加く
ださい。
無料
不要、直接会場へ
一般社団法人神奈川県介護福祉士
会事務局　
045-323-1085 

￥

☎

申

　   　続けよう！東日本大震災復興支援
　市社協では、7月14日（木）～ 17日（日）と7月28
日（木）～ 31日（日）（バス2泊を含む3泊4日、現地
で2日間ボランティア活動）、相模原市民を中心に合計
53名で岩手県大船渡市で災害ボランティア活動を行い
ました。活動内容は、大船渡市災害ボランティアセン
ターの依頼による「側溝の土砂上げ」「引越しの手伝
い」「建物の片付け」等、個人宅や産業の復興を支援

する活動を行いまし
た。活動の中で、大
船渡市民との交流もあり、参加者は、あらためて復
興への思いを心に深く刻み込みました。　

   　市社協では、これからも東日本大震災に関する復
興支援を行っていきます。

側溝の土砂上げ

引越しの手伝い

シリーズ

10月23日（日）
午前10時～午後3時
ソレイユさがみ（シティ ·プラザはしもと内）
金銭問題･交通事故の賠償問題･近
隣関係の問題、離婚･遺産相続、扶
養、成年後見などを、簡易裁判所、
家庭裁判所の調停委員（弁護士を含
む）がお受けします。事前予約不要
（当日受付順）。相談は1名20分程
度。（混雑時にはお待ちいただく場
合もあります。）
無料
横浜地方裁判所相模原支部庶務課
042-755-4681

10月15日(土)　
午前10時～午後4時
あじさい会館、ウェルネスさがみはら
前広場
布おもちゃで遊ぼう！、コンサート
（障害のある方の作詞・作曲発表、
演奏、コーラス等）、車いす・録音・
点字等体験、模擬店・バザー他
無料
不要、直接会場へ
相模原ボランティア協会
042-759-7982

職　　　　種
業 務 内 容

応 募 資 格

採用予定日
勤 務 日 時
賃　　　　金
勤 務 場 所
申　込　み

申込書の提出
・問合せ先

法人後見専門員（募集1名）
認知症、知的障害、精神障害などに
より判断能力が不十分な方への支援
業務（成年後見事業に関する業務）

１１月１日（火）

市社協福祉推進課

※１０月３日（月）までに持参
福祉推進課　
電話 042-７５６-５０３４　

権利擁護事業に理解と熱意があり、次の要件を満たす人
①社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事
　任用資格のいずれかの資格を有する方
②普通自動車（第一種）運転免許を取得している方

月曜日～金曜日（年末年始・祝日を除く）　午前９時～午後５時の７時間勤務（休憩１時間）
月額　175,000円

市社協の各事務所で配布する所定の申込書を使用

あんしんセンター専門員（産休代替職員）（募集1名）
高齢者、障害者等で金銭管理が困難な方
の日常的金銭管理や福祉サービス利用の
ための相談援助業務

１２月１日（木）

市社協城山地域事務所及び津久井地域事務所

※１０月２０日（木）までに持参
津久井地域事務所　
電話 042-784-３３９３

市社協非常勤職員募集




