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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。
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本紙は、偶数月20日発行です。

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 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 ふれあいサービス協力会員募集 
家事援助・介助サービス 

はじめてみませんか 地元の地域で、空いている時間で、有料のボランティア 

　市社協が実施する「ふれあいサービス」とは、地域で暮らすお年寄りや心身に障害があり、買い物・調理・掃除や通院介助を
必要とする人（利用会員）を同じ地域でその内容に応じられる人（協力会員）が有料でサービスを提供する会員方式の市民
参加型福祉サービスです。 
　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。 

【基礎研修会】 
日　程：11月10日（火）～11日（水）　いずれも午前9時30分～午後4時まで 
会　場：津久井生涯学習センター1階　会合室Ｂ 
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研修会を受講しなくても登録できます。また、登録を希望される方で、研修会の日程に合わない方も随時

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、高齢者の理解、車いす操作法、コミュニケーション技術等についての講義・実習 

協力会員への謝礼：平日の午前9時～午後5時まで30分350円、午前7時～午前9時、午後5時～午後7時及び、日曜日・祝日 
　　　　　　　年末年始の午前7時～午後7時は30分425円　※協力会員、利用会員共に年会費1,000円が必要です。 
申込・問合せ：市社会福祉協議会　津久井町地域事務所　　電話042-784-3393

地域の福祉、 
みんなで参加 

赤い羽根 
共同募金 

10月1日　12月31日 

共同募金運動に 
ご協力をお願いします 

　今年も10月から全国一斉に共同募金運動が始まっています。この「共同
募金」は、民間の社会福祉の資金として使われます。広域的には、高齢・障害・
児童などの社会福祉施設や県域で活動している団体などに配分されます。 
　また、市区町村においては、社会福祉協議会や小地域のさまざまな福祉活動
団体などに配分されます。この「共同募金」への寄付金によって、民間の社会
福祉施設や社会福祉協議会などの社会福祉の団体は、さまざまな活動を行って
います。 
　活動の趣旨にご理解いただき、多くのみな様の募金への 
参加をお待ちしております。よろしくお願いいたします。 

　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。 
　今回は「新型インフルエンザと肺炎球菌」についてです。 
　一緒に勉強しませんか？ 

　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。 

平成20年度津久井町地区の実績額は 
「赤い羽根」　　　　272万円 
「年末たすけあい」　　81万円 
でした。ご協力誠にありがとうございました。 

問合せ：共同募金相模原市支会 津久井町地区分会 （市社会福祉協議会 津久井町地域事務所内） 
　　　　電話 042（784）3393

問合せ：広瀬病院（事務）　電話 042（782）3021

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助け合い！育てあい！ 
みんなでつなごう笑顔と地域 

～入会説明会～ ※要予約　会場：津久井文化福祉会館 3階 研修室 
日　　　程 11月11日（水）午前10時～11時 

～援助会員講習会～ ※要予約　会場：津久井文化福祉会館 3階 研修室 
日　　　程 

1日目 
2日目 

11月20日（金）午前9時30分～午後3時30分 
11月27日（金）午前9時30分～午後4時 

☆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、小学校教諭等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。 

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） 
　　　　　　　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

『新型インフルエンザ・肺炎球菌』の勉強会 

日　　時：11月14日（土）　PM2：00～3：00 
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　　　費　　用：無　料 

★入会説明を受けてから 
　受講してください。 

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 
定　　員：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・問合せ：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

～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～ 

援助会員募集 
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わかな会　料理講習会 

男性のための料理教室 男性のための料理教室 
対　象：相模原市在住の方 
日　時：11月5日（木）午前10時～正午 
場　所：津久井中央公民館（津久井文化福祉会館）3階調理実習室 
費　用：850円（材料費500円・教材費350円）＊当日ご持参ください 
定　員：25名 
持ち物：エプロン・三角巾・筆記用具 
申込・問合せ：11月1日（日）までに　わかな会　今井 
　　　　　　  電話 042（784）2175

【献 立】 

・中華丼 

・辣白菜 

・キャベツと 

　ベーコンのスープ 

移送移送ボランティアからのお知らせ 移送ボランティアからのお知らせ 

日　　時：11月17日（火）　午前9時～午後5時 
対　　象：津久井町在住の障害者・高齢者（70歳以上） 
　　　　　外出の機会が少ない方（杖や介助があれば歩行可能な方） 
定　　員：20名 
参 加 費：1，500円（昼食代を含む） 
申込・問合せ：10月31日（土）までに　移送ボランティア　小野沢 
　　　　　電話 042（784）4380　FAX 042（784）4382

地域のふれあいを育む機会として 
　　　　　　　　　山梨方面・紅葉狩り 

 串　　川 
17日（火） 午前10：00 ～ 11：30 石ヶ沢（自） 

  17日（火） 午後1：30 ～ 3：00 長竹（自） 

やすらぎステーション やすらぎステーション やすらぎステーション やすらぎステーション 
11月・12月の予定予定 11月・12月の予定 

やすらぎステーションは、地域の方々と高齢者との交流の場です。
楽しいひとときを過ごしています。どうぞ、お気軽に参加ください！ 

やすらぎステーションの送迎等については、市社協津久井町地域事務所（電話 042-784-3393）まで問合わせください。 

 地　区 日にち 時　　間 場　　所 

 青 野 原   9日（月） 午前10：00 ～ 11:30 青野原小学校 

 三井 名手 24日（火） 午前10：00 ～ 午前11:30 三井地域センター 

 小　　網 24日（火） 正午　 ～ 午後2：00 小網地域センター 

 中　　野   9日（月） 午後1：30 ～ 3：00 大沢(自） 

 又　　野   1日（火） 午後1：30 ～ 3：00 又野（自） 

 中　　央 17日（火） 午後1：30 ～ 3：00 中央地域センター 

 鳥　　屋 16日（月） 午後1：30 ～ 3：00 谷戸（自） 

 青　　根   7日（月） 午後1：30 ～ 3：30 青根（公） 

■11月　やすらぎステーション予定表 ■12月　やすらぎステーション予定表 
※表の（自）は自治会館の略 

お 休 み で す 

お 休 み で す 

 串　　川   8日（火） 午前10：00 ～ 11：30 根本（自） 

 

 地　区 日にち 時　　間 場　　所 

 青 野 原 14日（月） 午前10：00 ～ 11:30 青野原小学校 

 三井 名手 20日（日） 午前11：00 ～ 午後1：30 三井地域センター 

 小　　網 22日（火） 午後1：00 ～ 2：30 小網地域センター 

 中　　野   7日（月） 正午　 ～ 午後2：30 森戸（自） 

 又　　野   1日（火） 午後1：30 ～ 3：00 又野（自） 

 中　　央 15日（火） 午後1：30 ～ 3：00 中央地域センター 

 鳥　　屋 21日（月） 午後1：30 ～ 3：00 西門（自） 

 青　　根   7日（月） 午後1：30 ～ 3：30 上青根（自） 

点字版・録音版広報紙を
発行しています！

社協さがみはらみんないいひと「つくいだよ
り」の点字版・録音版広報を発行しています。
電話で申し込んでいただければ、自宅に郵送

でお届けいたします。（郵送代等の負担は一切
ありません）
ご近所、お知り合いの目の不自由な方にお伝

えください。
○申込・問合せ　電話 042-784-3393

手話サークル『山ゆり』は、昭和57年より聴覚にハンディを持つ人の
理解を深め、手話の勉強会や交流会を持ちながらボランティア活動を続
けています。津久井生涯学習センターにて、毎週水曜日（午後7時～9時）
勉強会をしています。
興味のある方は是非連絡ください。

【問合せ】 津久井ボランティアセンター　電話042－784－3393

～手話サークル「山ゆり会」 ボランティアグループ活動紹介活動紹介 ボランティアグループ活動紹介 ③ 




