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にこまる

ブログ「にこまるの部屋」でも情報発信中！

「社会福祉協議会（社協）」は、市民のみなさまとともに、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団体です。皆様からの
寄付金、賛助会費、共同募金に支えられています。
発 行 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会
〒252-0236 相模原市中央区富士見６丁目１番20号 市立あじさい会館内
電話 042−756−5034 FAX 042−759−4382
電子メール info@sagamiharashishakyo.or.jp
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平成 25 年度賛助会員募集

ともに支えあう！
「賛助会員」として
地域福祉活動に
参加しませんか！
会費は地域福祉事業などの貴重な財源に !!

賛助会員は、ともに支えあい福祉のまちづくりを推進する市社協の
活動に賛同し、会費を納めて協力してくださる市民や企業や商店の
皆様です。寄せられた会費は、地域住民が自ら進める「地域福祉活動」
や会員相互の「ふれあいサービス」（家事援助事業）、「ボランティア
活動」などの貴重な財源として活用させていただいています。
〜賛助会員の種類と募集方法等〜
会員の種類

会費年額

一般賛助会員（各世帯）

1口：

特別賛助会員
（特に賛同いただける個人）

200円

1口： 1,000円

法人賛助会員（企業や団体等） 1口：20,000円

募集期間

募集方法等

市内22地区の地区社会福祉
協 議 会 を 中 心 に、自 治 会、
７〜 8月
民生委員・児童委員の皆様に
ご協力をいただいております。
随時

市社協が直接募集します。

今年度も皆さまのあたたかいご協力をお願いいたします！
問合せ

平成24年度

決算の概要
市社協では、地区社会福祉
協議会をはじめ自治会、民生
委員・児童委員など様々な団
体と連携を図りながら、地域
の交流の場や支えあいの仕
組みづくりがより充実するよ
う支援に取り組みました。

電話 042-730-3888

総務課

収入

2,191,191千円

ふれあいサービス基礎研修会

ボランティア活動を始め
たい方 の
ためのボランティアセミ
ナー

開催日：① 7月25日
（木）午後１時30分〜３
時30分
会場：南保健福祉セン
ター
② 8月 1日
（木）午後１時30分〜３
時30分
会場：緑区合同庁舎
③ 9月 2日
（月）午後１時30分〜３
時30分
会場：あじさい会館
内 容：ボランティア
活動の基礎知識と実際
の活動紹介、

車いす体験
セミナー終了後、午後3時
30分から65歳以上の方
のボ
ラン
ティ
ア活動を
応援する
「ふれあいハートボランテ
ィア」
の説明会を行います。
申込み：① 南ボラン

ティアセンター
電話 042-765-7085
② 緑ボランティアセンタ
ー
電話 042-775-1761
③ 中央ボランティアセン
ター 電話 042-786-61
参加費：無料
81
※単位は全て千円
（

補助金・受託金

722,460千円（33%） 市・県社協からの補助金、受託金

事業収入

146,502千円（ 7%） 各種サービスの利用料、自動販売機手数料など

会費・寄付金・共同募金

1,238,603千円（56%） 借入金収入、預金利子、資金残高など

その他

支出

83,626千円（ 4%） 市民の皆様からの賛助会費や寄付金、共同募金など

2,155,997千円

民間福祉施設建設資金貸付事業

）
内は構成割合

決算書は
ホームページからも
ご覧になれます。

1,037,869千円（48%） 民間社会福祉施設の建設資金等の貸付及び償還の管理を実施

各種福祉事業の実施

397,543千円（19%） 在宅福祉サービスや子育て支援、権利擁護事業、資金貸付けなど

住民の福祉活動の充実に向けて

136,216千円（ 6%） 地区社会福祉協議会活動に対する支援やボランティアセンターの運営など

あじさい会館等の運営

105,565千円（ 5%） あじさい会館、保健と福祉のライブラリー、福祉機器展示室の運営

その他

478,804千円（22%） 市社協運営費、広報紙の発行、年末たすけあい配分金事業など

今 月 のいいひ と

現在、
（社福）県央福祉会の
社会就労センターきらら所長を
勤める。相模原市社会福祉協議
会の権利擁護事業審査会委員。
保育園父母会での出会いか
ら障害者作業所の仕事を手伝う
ことに。昭和５８年当時市内の
障害者作業所がまだ少なかった
ころ、織物などの自主製品づく
りと販売を手掛けることで、地
岸
茂子さん 域社会とのつながりが広がって
いくことが実感できました。
（中央区上溝在住） 障害者の権利や地域福祉を
考える機運も高まってきました
が、これからもずっと「地域で
普通に暮らすこと」を目指して
いきたいです。

７月
８月

ともしびショップアップルが
平成14年に開店して、障がい
者の親の会の会長だったことも
あり、しばらくはちょこちょこと
お手伝いをしていたのですが、
いつの間にか３人の障がい者の
方やボランティアさんとお店を
切り盛りするようになっていま
した。週５日(月〜金曜日)お店
をオープンすることはたいへん
と思うこともありますが、
（藤
杉本 公子さん 野）駅前ということもあって、
（緑区藤野在住） ランチやお茶飲みにいろんな
人が来て、お話しすることがで
きます。地域交流の場となって
・・・・
いるのでとてもやりがいを感じ
ています。

インタビュー全文はホームページで 相模原市社協

クリック

相模原市社会福祉協議会

2013年（平成25年）７月20日
シリーズ 楽しく「
『ふくし』でまちづくり」

福祉コミュニティ形成事業

広報

193号

No.８

日時

このシリーズは、各地区で取り組まれている「福祉コミュニティ形成事業」を
紹介します。今回は、津久井地区社協の取り組みにスポットをあてました。

高齢者の見守り 地域全体で

津久井地区では、平成23年度から福祉コミュニティ形成事業に取り組んでい
ます。従来のイベント的な事業に加え、日常的な支援の仕組みをつくろうと、
地区社協に9つある支部社協の中で小網支部をモデルにした「小網ふれあい
ネットワーク」を平成24年4月からスタートしました。
小網は人口約3千人のうち自治会加入率が8割を超える地域。過去に孤立死の
ケースがあり、関係団体は高齢者への見守りを重要な課題と受け止め、ネット
ワーク作りに着手しました。構成メンバーは民生・児童委員や自治会、老人会
などに加え地域住民から募集した「ご近所協力者」を加えているのが特色です。
現在25人が登録し、見守りの中心となる3人の民生・児童委員とともに声か
け・見守り活動を行っています。
対象者は原則75歳以上の人で、ネットワークのメン
バーが「安心袋」を配布。安心袋には懐中電灯・水・
ビスケット・個人状況票が入っており、賞味期限のあ
る物を半年に一回交換するために訪問することで「高
齢者等の把握、声かけ・見守り活動」を行う仕組みに
安心袋を配布
なっています。また同意を得られた方は「ご近所協力
者」につなぎ、民生・児童委員に代わって安心袋の交換を行います。現在75歳
以上の高齢者のうち実に3割を超える90人以上が登録しています。
また、姉妹事業として、地域センターを使って「ふれあい・いきいきサロン」
も同時期にスタートしました。サロンでは、将棋や健康麻雀を楽しむ人、ヨガ
を行う人、おしゃべりに花を咲かせる人と様々で、会場は明るい笑顔に溢れ、
ここに参加している方々も「小網ふれあいネットワーク」事業につなげてい
ます。
両事業ともスタートから1年が経過し、他支部でも実施するなど広がりを
みせています。
問合せ:津久井地区社会福祉協議会 電話042-784-3393

？ 内容

￥ 金額

申 申込み
問 問合せ ☎ TEL

地域の福祉活動の推進役として地区社協が中心となり、地域の皆さんで「困りごと」
の解決策を考え、支えあいの福祉のまちづくりを目指すものです。この事業は「市地域
福祉計画」の重点的な取り組みのひとつで、市社協と地区社協が協働ですすめており、
現在15地区で実施されています。
問合せ 地域福祉係 電話 ０４２-７５６-５０３４

８月24日
（土）

市内にお住いの母子や寡婦の方が、
市内21

相模女子大学グリーンホール

1人で悩まないで仲間と一緒に楽しい

午前11時〜と午後2時からの2回

市社会福祉協議会 新役員・評議員の紹介

（任期：平成25年5月29日〜平成27年5月28日）

市民の皆様と手を携えて、地域福祉の推進に取り組んでまいりますので、
よろしくお願いします。
戸塚

長
名

英明

◆ 評議員
所

属

所

属

市社会福祉協議会常務理事兼任

◆ 副会長
氏

石井
田所
原
◆理

氏

名

元二
昌訓
裕子

橋本地区社会福祉協議会
田名地区自治会連合会
相模台地区民生委員児童委員協議会

事
名

所

属

今井 俊昭 津久井地区社会福祉協議会
大畑 吉美 中央地区社会福祉協議会
中島 千尋 大野南地区社会福祉協議会
田所 洋子 市青少年相談員協議会
大久保祐次 （福）蒼生会
赤間 芳子 （福）相模福祉村
小磯 英次 （福）たけのうち福祉会
黒河内三郎 市病院協会
田中紀一朗 相模原商工会議所
近藤 康則 相模原公共職業安定所
篠崎 正義 市健康福祉局
◆監
氏

事
名

増田理惠子
鈴木 敏彦

所

属

増田理惠子税理士事務所
和泉短期大学

氏

名

支部で交流親睦活動を行っています。

イソップ物語
（ウサギとカメ他）
王様の耳はロバの耳

￥ 800円(特別前売り券)

子育てをしましょう。

1,300円
（一般）

問 ひよこ第3保育園
（午前9時〜午後5時）

☎ 042-767-5565

NPO発達障害の会オアシス
「子育て支援事業開催」のご案内
①９月 １ 日
（日）午前10時〜正午

「お父さんのための発達障害の理解と対応」

②９月 １ 日
（日）午後2時〜4時15分

￥ 年500円

問 相模原市母子寡婦協議会

☎ 042-755-6612

縁JOY 夏祭り
ホームのお年寄りと交流しましょう。
8月3日
（土）午後5時〜8時

縁JOY
（特別養護老人ホーム）
模擬店アトラクション

ボランティアも募集しています。

「お母さんのための発達障害講座」

お問合せください。

③９月 ７ 日
（土）午後1時30分〜4時10分

担当 浜野・舛田

「大人の発達障害」

④９月29日
（日）午前10時30分〜午後4時

☎ 042-764-1110

①〜③ソレイユさがみ

④サンエールさがみはら

￥ 500円〜1,995円（お問い合わせください。）
問 http://form1.fc2.com/form/?id=849711

担当 神奈川オアシス

氏

母子会に入会しませんか
「相模原あじさいの会」

夏休み
こども人形劇に行こう!!

「発達障害への支援」
・
「発達障害と医療について」

福祉コミュニティ形成事業とは…

◆会

場所
対象

所

属

熊谷 達男 城山地区社会福祉協議会
江藤 堅一 相模湖地区社会福祉協議会
内田 久元 清新地区社会福祉協議会
関戸 丈夫 田名地区社会福祉協議会
今野豊日子 相模台地区社会福祉協議会
桑野千佐子 東林地区社会福祉協議会
八木 次夫 大沢地区自治会連合会
水戸
隆 城山地区自治会連合会
平林
清 光が丘地区自治会連合会
岡田 茂利 新磯地区自治会連合会
坂本 堯則 相模台地区自治会連合会
金子 匡甫 東林地区自治会連合会
小嶋
浩 城山地区民生委員児童委員協議会
溝口 正裕 相模湖地区民生委員児童委員協議会
久保田 昇 小山地区民生委員児童委員協議会
磯
隆司 上溝地区民生委員児童委員協議会
大島
彰 大野中地区民生委員児童委員協議会
阿部 文雄 東林地区民生委員児童委員協議会
長谷川久清 パラボラ相模原
石川壽々子 市地域婦人団体連絡協議会
小林
功 （福）悠朋会
土田恵津子 友知草の会
長森 知尚 ほっとさーくるありす工房
佐々木俊治 市手をつなぐ育成会
加藤 篤子 陽光台保育園
漆間 一英 平和保育園
海老名雅彦 市公立小中学校長会
村上 博由 市産業振興財団
野村 知子 桜美林大学
青木
仁 市健康福祉局福祉部
佐藤 浩三 市市民局
（敬称略）

横倉

☎ 090-8506-0714（火〜金 午前10時〜午後4時）

弁護士による権利擁護相談 〜人権や財産等に関する個別相談〜
日 時：
時：８月22日（木）
、９月26日（木）午後１時20分〜４時
会 場：
場：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
費 用：
用：無料
※要申込・相談は一人１回（40分間）
申込み・問合せ：
申込み・問合せ：あんしんセンター係 電話 042-756-5034

皆さまの声をお聞かせください

市社協の事業やサービス等に関する市民の皆さまからの苦情や要望等を受付
け、解決や改善を図っております。
平成 24 年度には、合計 31 件のご要望等をいただき、事業運営の改善を進め
ています。
平成24年度の主な事業の苦情・要望等相談件数
●
●
●
●
●
●

ひとり暮らし高齢者等給食サービス関連 11件
賛助会員募集関連
7件
共同募金募集関連
4件
あじさい会館管理運営事業
2件
ボランティアセンター事業関連
2件
その他
5件

「苦情解決第三者委員」を設置し、市民等から寄せられた苦情・要望等に対し
助言等をいただき、事業運営の向上に努めています。
苦情解決第三者委員

玉田

問合せ：総務係

稔、鈴木忠廣、鈴木敏彦

電話 042-730-3888

自治 会に 加入 しよ う !
自治会は地域福祉の原動力
今月のこれも自治会！

親睦ふれあい活動

夏祭り（相武台）

自治会に関する問合せ

市自治会連合会

電話・FAX 042-753-3419

