
謝礼：協力会員として登録し、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　相模原市社会福祉協議会 津久井町地域事務所 電話042-784-3393

ふれあいサービス協力会員募集ふれあいサービス協力会員募集
基礎研修会の開催

　ふれあいサービスは、高齢や病気などで買い物・調理・掃除や通院介助等を必
要とする方を支えていく有料の家事援助・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。
会場：津久井生涯学習センター 1階 会合室Ｂ （津久井町三ヶ木414）
対象：市内在住の20歳以上の方で２日間の研修を全日程受講できる方。ヘル

パー、介護福祉士などの専門資格は不要です。
　　　※専門資格をお持ちの方は有資格者登録ができます。
　　　※登録ご希望の方で、研修会の日程が合わない方も随時登録が
　　　　可能ですのでご相談ください。

内　　容
•ふれあいサービスの概要
•高齢者・障害者の理解
•認知症の理解
•コミュニケーション技術
•車いすの操作方法
•ふれあいサービス活動について

時　間
9:30 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00
9:30 ～ 11:30
12:30 ～ 16:00

●カリキュラム●

２日目
11/11
（水）

１日目
11/10
（火）

日にち

援助会員募集！援助会員募集！援助会員募集！

援助会員講習会援助会員講習会

相模原市ファミリーサポートセンター

　相模原市ファミリーサポートセンターは、保育園・幼稚園・児童ク
ラブなどの開始前後の預かりや送迎、保護者の病気やリフレッシュ時
の預かりなど、子育てを助け合う有償の会員制の組織です。
　入会説明会及び援助会員講習会（子育ての手助けを行いたい人の
講習会）を開催しますので、是非ご参加ください。

☆説明会・講習会の保育を実施します。（要予約）
☆保育士、幼稚園教諭などの有資格者は随時登録ができ、
　講習会の一部免除もあります。
☆謝礼：援助会員として登録し、活動した方には1時間700円
　　　　が支払われます。

開設時間：月～金曜日　午前８時３０分～午後７時
電　話：042－730－3885
E-mail：famisapo@sagamiharashishakyo.or.jp

11月20日㈮  午前９時30分～午後３時30分
11月27日㈮  午前９時30分～午後４時

１日目
2日目

会場：津久井文化福祉会館3階 研修室

※入会説明を受けてから受講してください。

※要予約

～申込み・問合せ～
相模原市ファミリーサポートセンター（市社協内）

助け合い！育てあい！みんなでつなごう笑顔と地域

援助会員講習会

入会説明会入会説明会

11月11日㈬  午前10時～11時

会場：津久井文化福祉会館3階 研修室
※要予約

入会説明会
男性の方も
募集中 !!

日　　程

日　　程

　赤い羽根共同募金運動が10月１日（木）か
ら始まり、10月２日（金）は障害者デイサー
ビスセンターつくしの家が町内のスーパーア
ルプス、また城山町地区社会福祉協議会が10
月４日（日）に町内のスーパーアルプス、Ａ
コープ、カインズホームの店頭で街頭募金を実施しました。城山町地区社協の
役員・構成員、民生委員児童委員、ボランティアなど、総勢102人の協力を得
て総額177,237円集まりました。
　募金にご協力いただきました方々、ありがとうございました。

赤い羽根共同募金

街頭募金を実施街頭募金を実施

「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。
〈発行〉社会福祉

法　　人 相模原市社会福祉協議会
城山町地域事務所

〒220－0105 相模原市城山町久保沢2丁目26番1号
城 山 保 健 福 祉 セ ン タ ー 内

☎ 042（783）1212　　FAX 042（782）4050

 ホームページ　http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/
 E メ ー ル　shiroyama@sagamiharashishakyo.or.jp

本紙は、偶数月20日発行です。第16号　2009年（平成21年）  10月20日

１1月３日 ㊗　
 午前１０時～午後3時

日時

城山保健福祉センター
つくしの家

場所
つくしまつり同時開催福祉のつどい福祉のつどい福祉のつどい福祉のつどい 開催

  します

笑顔あふれる笑顔あふれる

主　催：城山町地区福祉のつどい実行委員会
問合せ：城山町地区社会福祉協議会　事務局（相模原市社会福祉協議会 城山町地域事務所）
　　　　電話 ０４２－７８３－１２１２

　福祉のつどいは城山町地区社会福祉協議会が主体となって実行委員会を組織

して、地域の方々が、幅広く地区社協に参加し、福祉の理解を図るとともに、

活動を通じ、住民同士や福祉活動団体等が相互に交流を深め、高齢者、障害者、

児童が安心して暮らせる地域づくりの一助とすることを目的に開催します。

〈写真は昨年度の様子〉催　し　物

あそびのひろば
模擬店コーナー

午前の部

●手話コンサート
　(水の輪会と小中学生の皆さん）
●おはなし会
　（おはなしゆめふうせん）
●バンド演奏
　（白い羽根）

午前の部 午後の部

●津軽三味線と民謡
　（音舞多弦謡会）
●ハワイアンバンド演奏
　（ハワイアンリーフスそよかぜの会）

午後の部

福祉体験　スタンプラリー

〈写真は昨年度の様子〉

押し花のしおり



掲 示 板掲 示 板

16 号 2009年（平成21年）10月20日　⑵

在宅サービス
ご利用ください！
在宅サービス
ご利用ください！

移送サービス
　車いす等をご利用の方が通院・
公共機関での手続きなどの外出
の際、リフト付福祉車両による
送迎を行います。
　運行領域：町内及び近隣
　利用料金：1km　  50円
　　　　　　待機料有り

ふれあい給食サービス
　食事作りが困難な一人暮らしなどの高齢
者世帯等に昼食、夕食の配達や安否確認を
行います。
　実施回数：週４回（月・火・木：昼食  金：夕食）
　利用料金：1食　400円
※申込みについては、城山地域包括支援センター

　電話 042-783-0030

福祉用具貸し出し
　車いすや松葉杖などを無料でお貸し
します。
　車いす　２週間以内
　歩行器　１週間以内
　松葉杖　２か月以内
※福祉用具の賃借料一部助成も行っています。
　詳しくはお問合せください。

詳しくは、
市社協城山町地域事務所へ
　 電話 042－783－1212

在宅サービス
ご利用ください！

ボ ラ ン テ ィ ア グ ル ー プ 紹 介 シリーズ
そ の ３

グループベンリー

　平成７年に結成されたグループベ
ンリーは、高齢者や障害のある方が
自立生活で必要な福祉機器や自助具
の保全・修理・製作を行い、安心した生活が送れるよう
に支援することを目的に城山町内の有志が集まり発足し
ました。現在メンバーは４名。城山、津久井地域の施設
を回り、車椅子のメンテナンスを行っています。

グループベンリーメンバー

施設で活動中

～障害者のパソコン操作を支援するボランティア入門講座～

パソコンサポーター養成講座パソコンサポーター養成講座パソコンサポーター養成講座

日　時：11月28日、12月5日、12月12日
　　　　いずれも土曜日の午前10時～午後3時30分
会　場：ともしびショップ☆アップル（障害者が働くJR藤野駅前の喫茶店）
対　象：ボランティアに興味や関心があり、パソコンを使って

電子メールの交換ができる人　８名（先着順）
内　容：障害者への理解とパソコン操作の支援方法について映

像や実習を交えて学習します
講　師：ＮＰＯ法人パラボラジャパン

【申込み】相模原市社会福祉協議会 地域福祉グループ
　　　　　電話 042－756－5034
　　　　　Ｅメール tiiki@sagamiharashishakyo.or.jp

転倒骨折予防教室転倒骨折予防教室転倒骨折予防教室
日　時：１1月9日、16日、30日、12月7日
　　　　午前10時～ 11時30分　（全４回　月曜日）
場　所：城山保健福祉センター　１階　健診室 
内　容：転倒予防体操と話、簡単な体力テスト
対象者：65歳以上で運動に支障のない方
定　員：20名（申込み順）
※この事業は相模原市の委託を受けて実施しています。

【問合せ・申込み】城山地域包括支援センター　電話 042－783－0030

参 加 費
無　料

リサイクルバザー開催リサイクルバザー開催リサイクルバザー開催

かわせみの家 チャリティーコンサートかわせみの家 チャリティーコンサートかわせみの家 チャリティーコンサート

日　時：11月6日（金）
　　　　午前10時～正午
場　所：城山こどもセンター
主　催：子育て支援かあさん隊

日にち：11月21日（土）
時　間：13：30開場　14：00開演
場　所：城山公民館２階　大会議室

【問合せ】石田　電話 042－783－0915

【問合せ】かわせみの家　電話 042－783－1333

＊チケットについては下記まで
　お問い合わせください。

第14回

洋服（赤ちゃん～130cm）
　育児用品等
※11月4日 ㈬ までに、
　城山こどもセンターに
　ご持参ください。

≪ププッピドゥ≫
パントマイムと大道芸 有 料

『新型インフルエンザ・肺炎球菌』の勉強会『新型インフルエンザ・肺炎球菌』の勉強会『新型インフルエンザ・肺炎球菌』の勉強会

日　時：11月14日（土）　午後２時～３時
場　所：広瀬病院　リハビリ室
内　容：『新型インフルエンザと肺炎球菌』
　　　　講師　広瀬病院
　　　　　　　　副院長　廣瀬憲一
対象者 ：一般住民
募集人数：30名

【問合せ】広瀬病院　（事務）　電話 042－782－3021

　広瀬病院では、地域医療への一環として一般の方を対象に
勉強会を開催しております。
　一緒に勉強しませんか？

参 加 費
無　料


