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本紙は、奇数月20日発行です。
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2010年（平成22年）9月20日
「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。

 第41回相模原市社会福祉大会

「市民みんないいひとの日」

広　報

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
　 　　　 ふくし五・七・五コンクール表彰式

 第2部　みんなで楽しむ弦楽コンサート　午後3時～（予定）
　皆さんがよくご存知の曲を、メルティ・ストリングス・カルテットの方々が
演奏します。良質な音楽を子育て中のご家族や障害のある方など皆さんで
お楽しみください。
【曲目】（予定）
●となりのトトロ　●崖の上のポニョ　●情熱大陸　●アイネ・クライネ・ナハトムジーク など

 メルティ・ストリングス・カルテット
　平成17年結成。バイオリンの林こずえさんと青山英里香さん、
ビオラの武田麻耶さん、チェロの柳本直子さんの４人がメンバー。
市内・県内のイベントで演奏を行っています。幅広い演奏レパー
トリーには定評があり、近年注目を集めているカルテット。

　皆様からお寄せ頂いた賛助会費は、地
区社協への支援やボランティアの育成等に
活用させていただきます。集計次第、本紙
等でご報告します。募集にご協力いただき
ました各地区の社会福祉協議会、自治会
連合会、民生委員児童委員協議会の皆
様、誠にありがとうございました。

問合せ　
総務グループ　電話 042-730-3888

　市社協では、11月1日（月）から6日（土）までを「みんないいひと週間」とし、あじさい
会館ロビーにてパネル展示などを行うほか、6日（土）には「相模原市社会福祉大会」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様の「表彰と感謝のつどい」
と、どなたにもお楽しみいただける「みんなで楽しむ弦楽コンサート」を開催します。

パネル展
あじさい会館ロビー

赤い羽根共同募金がはじまります
（実施：神奈川県共同募金会相模原市支会）
10月1日から12月31日まで

赤い羽根共同募金がはじまります
（実施：神奈川県共同募金会相模原市支会）
10月1日から12月31日まで

～今年もあたたかいご協力をお願いいたします。～
　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。

http://www.akaihane.or.jp/   ホームページもご覧ください。

～今年も温かいご協力をお願いいたします。～
　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。

http://www.akaihane.or.jp/hanett   ホームページもご覧ください。

平成21年度実績　　赤 い 羽 根 募 金 　　  45,675,776円
　　　　　　　　　 年末たすけあい募金　　　18,128,324円

午後1時30分～4時
あじさい会館ホール

平成22年

11月6日(土)

～市社協の賛助会員募集～

第２部からも
参加できます

みんないいひと週間のご案内
～誰もが安心できる福祉のまちづくりをめざして～

入場無料
直接会場にお越しください。
車いす、ベビーカーのまま
ご入場できます。

問合せ　総務グループ　　　
　　　  042-730-3888

ご協力
ありがとうございました

● 福祉マンガ「みんないいひと」最新刊
　第20巻原画展
市内在住の漫画家秋竜山さんの原画展示。

●ふくし五・七・五コンクール 作品展
市民の皆様から募集した福祉をテーマにした
川柳を紹介。優秀作には秋竜山さんが川柳に
漫画を添えます。

●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。

11月1日（月）～
　11月6日（土）  
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　上溝地区社会福祉協議会（上溝地区社協）が毎年秋に実施
している「福祉募金」。「一円玉募金」として自治会内に募金
箱を回覧するこの取り組みは、上溝地区自治会連合会（上溝
地区連）の協力なしには実現出来ないものです。
　今から32年前の昭和53年、上溝地区社協が神奈川県社
会福祉協議会より「地域福祉活動モデル地区」の指定を受け、
『心のかよいあう明るい上溝のまちづくり』をキャッチフレーズ
に様々な取り組みを行う際に、活動に
必要な財源の確保を自助・互助の精神
で協力しようと始めたことがきっかけで
す。上溝地区連の全面的な協力を得て
「眠っている一円玉はありませんか？」と
単位自治会が各家庭に声をかけ、お隣
からお隣へ回す募金箱に一軒一軒のお気
持ちが積み重なって、今では毎年の募金総額は60万～ 70万
円にもなっています。

　上溝地区連の長谷川会長は「自治会にとっても福祉活動は
重要です。自治会独自の取り組みとともに、地区社協と連携
したこの募金活動も自治会員の福祉への理解があってこそ
30年以上にわたり取り組めていると思います。住民の温かい
気持ちを大切にして、この善意が生かされるよう役立ててほし
いです。」募金そのものだけでなく、古くなった募金箱を自治
会の方が新しく作りかえるなど、様々な形でこの活動は地域
に支えられています。
　上溝地区社協は集まった募金を財源に、住民の皆さんをご

招待する「ふれあい演芸大会」や、
福祉への理解を深めていただくた
めに「福祉講演会」などを実施し
ています。今後はさらに広く自治
会や住民の皆さんに役立つ事業の
方法も検討していきます。

広報紙への
ご意見を募集中！
お気軽に

ご連絡ください。
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上溝地区自治会連合会の協力による福祉募金
～募金箱に自治会員一人ひとりの気持ちが～

シリーズ 自治会の
支えあい活動

シリーズ 自治会の
支えあい活動

●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

●ボランティア活動のために

●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〕
●日用品

●その他

〔企業・団体〕

●チケット

〔個　人〕
小　山

星が丘

橋　本

光が丘

　〃

大　沢

大野南

橋　本

大野北

大野北

城　山

中　央

清　新

大野北

中　央

　〃

　〃

星が丘

東　林

中　央

大野南

星が丘

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22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。
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場　所　あじさい会館 6階　福祉研修室
時　間　午後1時20分～4時（一人の相談時間は40分間です）
対　象　高齢者・障害者とその家族

＊事前に電話で予約をしてください。定員になり次第受付は終了いた
　します。（内容によっては予約をお断りする場合があります。）
＊相談はお一人１回とさせていただきます。

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　相模原あんしんセンター　
　　　　　　　　電話 042-756-5034

皆さんの温かい気持ち
がこもった募金箱

皆さんのご協力で開催される
ふれあい演芸大会

「福祉募金が生かされるよう役立ててほしい」

自治会に加入しよう！　
あなたの自治会加入が地域福祉の原動力！
●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

高齢者・障害者の
権利や財産を守るための法律相談
～弁護士による個別・無料相談～

第７回　　１０月２８日（木）　　第１０回　　１月２７日（木）

第８回　　１１月２５日（木）　　第１１回　　２月２４日（木）

第９回　　１２月２１日（火）　　第１２回　　３月２４日（木）

相談日（予約制）

法律相談

今月のおすすめ本
『 訪問医がみた男の介護　女の介護 』
　－夫婦の老後は「語らい」が決める           苛原実/著（株式会社洋泉社）

問合せ　保健と福祉のライブラリー（図書室）
　　　　 ※保健と福祉のライブラリーでは本の購入
　　　　　  はできません
             電話 042-769-8275　
             ウェルネスさがみはら1階

　在宅医療１５年のベテラン医師が勧めるこんな夫
婦なら介護もうまくいく！　●まず「あいさつ」から
始めよう　●ほめることこそ健康のはじまり
●「死」をタブーにせず話し合おう　

　ふれあいサービスは、高齢や障害などにより家事援助（買物、調理、
掃除など）・介助を「必要とする方（利用会員）」と「支援する方（協力会
員）」が会員方式で実施する有償の家事援助・介助サービスです。
　協力会員としてご登録いただくための基礎研修会を開催しますので、
ぜひご参加ください。

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。ホームヘルパ
　　　　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随時登録していただくことができます。
内　容　ふれあいサービス概要、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　　
  　　　〈相模大野会場〉南 事 務 所　電話 042-765-7065
　　　  〈中 野 会 場 〉津久井地域事務所　電話 042-784-3393

ふれあいサービス協力会員『基礎研修会』開催
～協力会員を募集しています！！～

南区 相模大野会場
　  10/13（水）　　10/14（木） 

南保健福祉センター（相模大野6丁目22番1号）  　　      午前9時３０分～午後4時 

緑区 中 野 会 場  　10/20（水）      10/21（木） 津久井中央公民館（中野633番地1）
  　　      午前9時３０分～午後4時

１時間700円の謝礼のある活動です

ボランティアセミナー
ボランティアを始めたいあなたへ
日　時　10月18日（月）　午後1時30分～3時30分
場　所　あじさい会館6階福祉研修室
内　容　ボランティアの心構え、活動の紹介と車いす介助体験
定　員　30名　　　
受講料　無料
申　込　ボランティアセンター　電話 042-786-6181

パソコンボランティア入門講座
～人とパソコンが好きな人、集まれ！～
　障害のある方々とパソコンライフを楽しみませんか？あなたの知らない も゙うひとつの世界″
が広がります！

日　時　10月16日(土)、23日(土)午前10時～午後4時
場　所　相模湖総合事務所　会議室３Ｃ（緑区与瀬896）
内　容　障害のある方へのパソコン操作支援方法の学習
講　師　ＮＰＯ法人　パラボラジャパン
定　員　５名
申込み・問合せ　あんしんセンターグループ　電話 042-756-5034

本紙第175号（7月20日号）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。
◆掲載場所 2面下「田名ボランティアセンターオープン！」
　電話番号相違　誤　042-719-8109→　正　042-719-8909
◆掲載場所 3面下「ふくし五・七・五コンクール作品募集」
　氏名相違　誤　秋竜三さん→　正　秋竜山さん

 ～ボランティア入門編～

ほかほかふれあいフェスタ２０10開催ほかほかふれあいフェスタ２０10開催
～障害のある人もない人も皆で楽しむ市民のまつり～
日　時　１０月１６日（土）　午前10時～午後4時
場　所　あじさい会館、ウェルネスさがみはら広場
              ・ミニSL・ボランティア体験コーナー・バザー ・模擬店
              ・障害のある方の演奏とコーラス・布おもちゃで遊ぼう　
              ・障害のある方の作詞の発表　ほか

　当日、お手伝いしてくださるボランティアも募集しています。
申込み・問合せ　
　　　　ボランティアセンター　電話 042-786-6181

 　相模原市の区政施行に伴い、本会では新たに区ごとの特色を生かした広報紙を発行することとし
ました。発行に当たっては、㈱タウンニュース社の協力で、地域情報紙タウンニュースの１ページを
活用し、初回は８月２６日（木）に発行しました。今後は１０月、１２月に発行の予定です。タウンニュ
ースは新聞折込でご家庭に届けられる他、市社協の各事務所、各地区社協事務局でも配布していま
す。また本会ホームページにも掲載しています。

なお、各区だよりとも視覚障害者用の点字版・録音版（ＣＤ・テープ)があります。
ご希望の方はご連絡ください。　

問合せ　総務グループ　電話　042-730-3888

区だよりを発行
！

広報社協さがみはら

～先輩ママのお話を聴き、同じ子育ての悩みを持つ人たちとおしゃべりして「ほっとするひ
と時」を過ごしませんか？～

①日    　時　10月19日（火）　午前10時～正午　場所：あじさい会館
②日    　時　10月21日（木）　午前10時～正午　場所：南保健福祉センター
対　　　 象　中学生以下の発達障害のあるお子さんの家族
定　　　 員　各会場30名（申込順）
保　　　 育　お申込の際ご連絡ください。
申 込 期 間　９月２１日（火）～１０月１２日（火）まで
申込・問合せ　ボランティアセンター　☎042-786-6181

発達障害児家族情報交換会発達障害児家族情報交換会

佐藤　榮一

冣住　広子

持田　　勉

影山冨美男

松尾　　暁

矢沢　　守

匿名　3件

竹内三代子

匿名　１件

匿名　1件

持田美恵子

河本　德一

ビバーチェ共和店

相模野カントリー倶楽部（日本ゴルフ場企画㈱）

社団法人相模原市建設業協会

育子からの手紙上映委員会

株式会社　河本総合防災

神奈川土建一般労働組合相模原支部

ＪＡ相模原市組合員ゴルフ大会

あじさい会館窓口募金箱

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

水彩画サークルいちご

相模原けやきの会

田口　常利

匿名　１件

匿名　１件

南翔一郎音楽事務所

　

募集人員 １名

保健と福祉のライブラリー（図書室）事務員
業務内容　保健と福祉のライブラリーの図書整

理及び貸出業務
勤　　務　日～土曜日の間で以下のア～ウを組み

合わせ月１４日程度の勤務
　　　　　ア　月 ～ 金 曜 日 　午前９時～
                               午後４時（１時間の休憩）
　　　　　イ　月 ～ 金 曜 日 　午後４時～７時
　　　　　ウ　土曜・日曜・祝日　午前９時～
　　　　　　　          午後５時（１時間の休憩）
勤務場所　保健と福祉のライブラリー
               （ウェルネスさがみはら1階）
賃　　金　時給　８４０円
対　　象　平成２２年１１月１日より勤務が可能
　　　　　な人
申 込 み　９月２１日（火）より市社協の各事務所

で配布する所定の申込書により１０月
4日（月）までに市社協福祉推進課へ
持参

問 合 せ　福祉推進課地域福祉グループ　
☎０４２-７５６－５０３４

市社協非常勤職員募集

障害のある
方への
パソコン支援
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日　時　10月17日（日） 午前10時～午後3時
場　所 ソレイユさがみ（橋本サティ6階）
内　容 借金問題･交通事故･土地建物･離 
 婚･養育費･遺産相続の相談など 
 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。）
費　用 無料
問合せ 横浜家庭裁判所相模原支部庶務課
 ☎042-755-8661

日　時　9月25日（土）　
 午後1時30分～3時40分
場　所　市民会館　第2大会議室
内　容 今後の我が国における障害者福祉 
 施策について等
講　師　野沢和弘氏（毎日新聞論説委員）
費　用　無料
問合せ　市障害児者福祉団体連絡協議会
 担当　大石　
 ☎･ＦＡＸ 042-762-1118

日　時　 平成２２年１１月１３日(土)
 午後１時～４時
場　所 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
内　容 参加型講演会。糖尿病・生活習慣 
 病についてあなたの疑問にお応え
 します。血糖値、血管年齢、コレ 
 ステロール値などの検査、医療相 
 談、フードモデル展示、歩行体験 
 などを予定。 
費　用　無料　
問合せ：北里大学病院　内科専門外来2
 ☎042-778-8424

４月より七宝は地域作業所から「ＮＰＯ法人
ほっと」として地域活動支援センターへ移行
しました。知的障害のある方をサポートして
くださる職員を募集します。

賃　　金　月給150,000円～応相談、交 
 通費別途支給、社会保険完備
募集人数　１名
勤務場所　 地域活動支援センター七宝 
 （中央区上溝3094）
問 合 せ　 担当　柳谷　
 ☎042-757-2124

日　時　10月5日（火）午前１０時～午後３時
場　所 城山保健福祉センター ３階　
 第１会議室
内　容　 傾聴とは・傾聴活動の実際
講　師 原千恵子氏
 （心理学博士・臨床心理士・
 東京福祉大学大学院教授）
主　催　ボランティアグループ傾聴花みずき
費　用　無料　　
定　員　２０名（申込順）
申込み・問合せ
 しろやまボランティアセンター
　　 ☎０４２－７８３－１２１２

日　時　１０月１６日(土)・１７日(日)　
 午前１０時～午後４時
場　所　津久井生涯学習センター (緑区三ヶ木414）
内　容　視覚障害のある方にパソコンやデ 
 ジタル録音図書再生機、補助器具 
 を紹介し、その便利さを体験して 
 いただく講座。
費　用　無料
定　員　5名（申込順・１０月１日より電話・ 
 Ｅメール・ＦＡＸにて受付け）
申込み・問合せ
 市立総合学習センター
 ☎042-756-3443　
 ＦＡＸ 042-758-8146　
 Ｅメール silc@sagamihara-kng.ed.jp

日　時　１０月２日（土）　午後2時～4時
場　所　あじさい会館６階第2展示室
内　容　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。
費　用　300円　　　　　
定　員　40名（申込順・9月30日までに申込を）
申込み・問合せ
 ボランティアセンター
 ☎042-786-6181

日　時　１０月１６日（土）午前１０時から午後２時
場　所　地域作業所生きがいホームこすも 
 す(中央区緑が丘1-34-29）
内　容　 ハープミニコンサート、バザー、 
 自主製品販売。申込不要、直接会 
 場へお越しください。
費　用　一部有料
問合せ ☎042-750-5135
 担当　清水・嶋田　

日　時　11月28日(日)　
 午前10時～午後4時30分
場　所　町田市民ホール　第4会議室
講　師　向谷地生良氏（北海道医療大学教 
 授、べてるの家メンバー）
内　容　○午前の部　
 　「専門家向けセミナー」
 　費用　3,000円　  
 　定員　30名
 　（対象：医療、保健、福祉関係者）
 ○午後の部　
 　講演｢病むこと、回復すること̶
　　　　　当事者研究からみる病むことの
　　　　　意味」
 　費用　当事者 　500円
　　　　　　　　一    般 2,500円
 　定員　80名
申込み・問合せ
 相模原・町田べてるの集い
 ☎・ＦＡＸ　042-765-8618

日　時　１０月１７日(日)午前１０時～午後３時
場　所　 緑区大島2222-3　
 (福)一乗会リベルテ
内　容　 地域の皆様との交流を深める目的 
 で毎年開催している法人祭。模擬 
 店、イベント、バザー等。申込不 
 要、直接会場へお越しください。 
 利用者、職員一同お待ちしており 
 ます。
費　用　一部有料
問合せ　(福)一乗会ロシナンテ　
 ☎042-760-0002

日　時　10月23日(土)　
　　 午前9時30分～午後3時30分
場　所　津久井やまゆり園
 (緑区千木良476）
内　容　 作品販売、アトラクション、模擬 
 店、バザーなどのお手伝いのボラ 
 ンティア募集。昼食は用意します。
費　用　 無料
定　員　 10名程度
 （9月30日までに申込を）
申込み・問合せ
 ☎042-689-4811　担当 鈴木

日　時　10月23日(土)　午前10時～午後2時
場　所　きらら(南区麻溝台2-3-28)
内　容　イベント企画の他、自主製品販売、 
 ゲームコーナー、軽食、喫茶、バ 
 ザー等。申込不要、直接会場へ 
 お越しください。
費　用　一部有料
問合せ　きらら　
　 ☎042-701-8050　
 担当　入江

調停委員による無料相談会

市障害児者福祉団体連絡協議会
研修会

第４６回糖尿病週間行事
知って得する糖尿病のウソ・ホント

精神保健ボランティアグループ
ひびき｢かめの集い｣

地域活動支援センター七宝（しちほう）
常勤職員募集

「傾聴」講習会
参加者募集

視覚に障害のある方の
パソコン体験教室

日　時　１０月１5日(金) ～１6日(土)　
内　容　地域活動支援センターポップコー 
 ン利用者（知的・身体障害者）の 
 一泊旅行の付添いをするボランテ 
 ィアを募集。（入浴のお手伝いあ 
 り）旅行は水族館または工場見学 
 と「上郷・森の家」（横浜市栄区） 
 への宿泊。１０月１日（金）までに 
 申込みください。
申込み・問合せ
 南ボランティアセンター
 ☎042-765-7085

ポップコーン  一泊旅行
ボランティア募集

べてる当事者研究セミナーｉｎ町田

（福)一乗会　法人祭 「まつりだ！やまゆり」
ボランティア募集 きらら祭

★社会福祉協議会
　関係施設の休館日

あじさい会館　　　 　 　　　　　　   10月25日（月）
南保健福祉センター（あじさい会館南分室）　10月　3日（日）

広　報

職員募集 一般事務職員（大学卒業程度）
業務内容　相模原市社会福祉協議会の一般事務及び福祉業務に従事
勤　　務　平成23年4月1日以降で、勤務時間は原則として週38時間45分
賃　　金　相模原市社会福祉協議会職員給与規程に基づき支給
対　　象　昭和55年4月2日以降に生まれ、社会福祉主事の任用資格

及び普通自動車(第一種)運転免許を取得しているか、平成
23年3月までに取得見込みの人

採 用 数　若干名
申込方法　所定の応募用紙を10月22日（金）（消印有効）までに市社

協総務課へ郵送してください。詳しくは市社協総務課にお問
合せください。

　　　　　  ※市社協ホームページからも応募用紙をダウンロードできます
問 合 せ　市社協総務課（あじさい会館2階）　☎042-730-3888




