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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、市民の皆さんとともに、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。
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〒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
ホームページ http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/

自動販売機を置いて
地域福祉に貢献しませんか ?
市社協では、個人や企業の皆様の土地・空きスペース等に地域貢献型の自動販売

機を設置させていただき、売り上げの一部を高齢者を対象としたふれあい・いきい

きサロンや子育て中の親子等を対象とした子育てサロン等の支援に活用しています。

あなたの空いている土地・空きスペースを有効活用して地域福祉に貢献しませんか？

ご検討いただける企業や個人の皆様、ぜひご連絡ください。

相模設備工業㈱の皆さん

中央区横山台で消防設備業を行っている

★地域貢献型自動販売機の特徴★
①メッセージボードの表示

市民向けのお知らせやイベント案内、時事フラッシュニュース、
緊急時における災害情報などを表示します。

②災害緊急時には無料提供

緊急災害時にはリモート操作により商品のボタンを押せば無料で
取り出すことができます。

問合せ・連絡先：総務課

12月3日
（火）
〜9日
（月）
は

今年も 12 月 1日から「年末たすけあい募金」が始
まります。
皆様の善意は、市内の生活困窮者支援に活用する
他、地区社会福祉協議会への助成など、地域福祉推
進のために活用します。

☆ほかほかふれあいフェスタ 2013
障害者週間キャンペーン

12月1日
（日）
〜12月31日
（火）

問合せ：県共同募金会相模原市支会（市社協 総務課）
電話 042-730-3888
10 月 1 日から実施している赤い羽根共同募金。多くの
方々のご協力により、各地域で街頭募金を行いました。
今年は、ノジマステラ神奈川の皆さんとノジマライズ相
模原の皆さんが、駅頭で地域の方たちと一緒に協力の呼び
かけを行い、大勢の皆様から心温まる募金をいただきまし
た。募金にご協力いただきました皆様ありがとうございま
した。

『障害者週間』

市民の皆さんに障害者への理解と協力を
深めていただくための取り組みです。

日時：12 月７日
（土）午後 1 時〜 4 時
場所：小田急線相模大野駅前サンデッキ
内容：和太鼓演奏、大道芸、よさこい乱舞
車いすダンス、手話ダンスなど

☆障害者週間啓発パネル展示

日時：11 月 30日
（土）〜 12 月８日
（日）
場所：あじさい会館１階ロビー

機が設置されました。「企業として地域

の皆さんに貢献できれば嬉しいです。災

害時には、飲料が無料提供されるので、
備蓄倉庫が出来たようで安心です。」と、
総務の大井ゆう子さん。（写真中央）

電話 042-730-3888

年末たすけあい募金に
ご協力をお願いします。

相模設備工業株式会社の前に、自動販売

成！
着ぐるみ完
市社協ゆるキャラ

「にこまる」
市民の皆さんに福祉への関心や理解を深めてい
ただき、親しみのある市社協を目指して、イベン
トや募金活動等で PR を行います。
「にこまる」の活動はブログ「にこまるの部屋」
で紹介中。
問合せ：企画財政係
電話 042-730-3888
ブログ「にこまるの部屋」→

皆様のお越しをお待ちしております。

ら
赤ちゃんか
楽しめる

http://nikomarunoheya.blog.fc2.com/

第８回 家族で楽しむ あじさい会館主催
心ぽっかぽかコンサート

市立あじさい会館では、赤ちゃんから音楽に親しんでいただける大人気のファミリーコンサート
を実施します。今回は、『もうすぐクリスマス』にちなんだピアノ演奏、優雅な音色のハンドベル演
奏と合唱でともに楽しみましょう。最後はサンタさんからのプレゼントがあります！
入
日

ノジマステラ神奈川 赤い羽根・共同募金マッチ
チャレンジリーグ第22節 ホームゲームイベント

場

料：1 人 500 円（おとな、こども全て均一）※お子さんは、赤ちゃんからご参加いただけます。
時：12 月 14日
（土） 午前の部 午前 10 時開場 午前 10 時 30 分開演 正午終演
午後の部 午後 1 時開場 午後 1 時 30 分開演 午後 3 時終演
内
容： ピアノ演奏
ピアニスト 太田太郎 氏
ザ・ハンドベルのしらべ〜夢の世界へご案内〜
クリスマスソングとハンドベル体験
楽しく合唱 !! 〜みんなで一緒にクリスマス〜
チケット販売：あじさい会館、あじさい会館南分室、緑分室
問
合
せ：あじさい会館 電話 042-759-3963

今 月 のいいひ と

「脳梗塞を患う義父の介護の勉
強になれば…」と、ふれあいサー
ビス協力会員に登録された井上
美津子さん。介護保険などの公
的サービスでは対応出来ない高
齢者等の「困りごと」に、ご近所
として16年間向き合ってきました。
「井上さん！待っていたよ！」今日
も利用会員の声が井上さんを迎
えます。お年寄りから出産直後の
若いお母さんまで、井上さんの
井上美津子さん 来訪を心待ちにしているのです。
（緑区）
「皆さんそれぞれ頑張って生活さ
れていて、げんきをいただいてい
ま す。
」と 井 上 さ ん。ふ れ あ い
サービスを通して、地域の輪が広
がっています。

11月
12月

白井

英子さん
（緑区三ヶ木）

インタビュー全文はホームページで 相模原市社協

津久井地区社協中央支部支部
長。体 育 指 導 員として社 協に関
わったのがきっかけで、以来２０年
以上地域で活躍されています。
サロンに参加する高齢者から
「いつも楽しみにしているよ」の
一言が励みとおっしゃる白井さん。
持ち前の明るさが人を引き付
け、白井さんのまわりはいつも賑
やかです。

クリック

相模原市社会福祉協議会

2013年（平成25年）11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
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日時

？ 内容

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、相武台地区社協の取り組みにスポットをあてました。

『支え合い（愛）相武台 見守り活動』

「こんにちは、体調はどうですか?」
「ええ、おかげ
様で変わりないですよ。
」と見守り活動員の声かけ
に、お年寄りが安心した笑顔で答えます。
「地域の中で人と人との繋がりが少なくなってき
た。
「
」ひとり暮らしで不安を抱えて生活しているお年
寄が増えている。
」そんな課題を解決したい。相武
台地区社会福祉協議会では、高齢者が孤立したり
孤独にならないようにさりげなく見守り、住み慣れ
た家、地域で安心して暮らす応援として、
「支え合
い（愛）相武台 見守り活動」を実施しています。
現在、相武台地区を3班に分け、17名の見守り活動員が活動しています。自治
会、民生委員、ボランティア等から構成される活動員がひとり暮らしの高齢者等で
見守りを希望する方に、定期的にお宅に訪問して世間話を交えながら、健康状態
を気遣ったりしています。
また、新聞や郵便物がたまっていないか、カーテンや雨戸が閉めたままになっ
ていないか、気にかけ、見守られる方にも負担にならないよう、気配りをしていま
す。
活動員の方々は定期的に集まって、班ごとに高齢者の困りごとや活動上の課題
について情報交換をしています。また、
「認知症」について地域包括支援セン
ターから講義を受けるなどして活動員としての資質の向上にも努めています。
平成23年12月にスタートした活動ですが、今後も、地域包括支援センターを
はじめとする関係機関と積極的に関わり、地域の方々にもっと活動を知っていただ
き、相武台地区に、支え合いの輪が広がるように推進していきます。

福祉コミュニティ形成事業とは…

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18地区で実施されています。
問合せ 地域福祉係 電話 ０４２-７５６-５０３４

交通遺児世帯の皆様へ

見舞金・激励金をお渡しします

県民から寄せられた「交通遺児への寄付金」と、市社協へ寄せられた「交通
遺児指定寄付金」を交通遺児へお渡ししています。
該当される方は平成 26 年 1 月 6 日
（月）
までに申請をしてください。
対 象：市内に住所を有する交通事故等（列車、電車、船舶、航空機等交通機
関の運行上の事故を含む）による20歳未満の遺児がいる世帯
手続き：申請書、事故証明書、住民票等の書類の提出。
内 容：１ 県交通遺児援護基金
⑴ 見舞金 100,000 円
○事故当時、県内に居住していた 20 歳未満の交通遺児がいる世帯
※ただし、労働災害見舞金支給対象世帯は除きます。
⑵ 激励金 50,000 円
○小学校・中学校に入学するとき
○中学校・高等学校を卒業するとき（大学入学検定試験合格を含む）
２ 市社協寄付金 ※金額は毎年異なります
○市社協へ「交通遺児のために」と指定された寄付金の配分
申込み・問合せ：南区事務所 電話 042-765-7065
※なお、昨年度も、上記「2 市社協寄付金」を受けている世帯は、ご連絡の
必要はありません。

学費等の貸付

生活福祉資金貸付制度のご案内

一定の所得以下で他からの借入が困難な世帯を対象に、高校、大学・短期大
学等への進学に必要な支度費・学費の貸付について、ご相談をお受けしています。
●申込にあたって地区担当民生委員による訪問が必要です。
●貸付要件に該当する世帯に対し、審査を経て貸付を行っています。
詳しくはお問合せください。
問合せ：在宅福祉係 電話 042-756-5034

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：12月26日
（木）
、
平成26年1月23日
（木）
午後1時20分〜4時
（一人1回40分）
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
費 用：無料 ※要申込み（定員になり次第受付終了）
申込み・問合せ：あんしんセンター係 電話 042-756-5034

自治会に 加入しよ う !
自治会は地域福祉の原動力

11月15日（金）〜12月14日（土）は、自治会加入促進月間
自治会に関する問合せ

市自治会連合会

今月のこれも
自治会！

福祉講座

電話・FAX 042-753-3419

￥ 金額

場所
対象

申 申込み
問 問合せ ☎ TEL

津久井養護学校
こころをひとつに つくよう祭2013
11月22日
（金）
午前9時45分〜11時45分
鑑賞会
「弘済会 ほのぼのコンサート」
、
生徒作業学習製品の販売
23日(土）
午前9時45分〜午後2時15分
学習発表、
施設・作業所製品の販売、
PTA
によるバザー
県立津久井養護学校(緑区若柳44）
※一般駐車場は、
ありません。
児童・生徒による学園祭です!
皆さんのお越しをお待ちしています!
042-684-4875 FAX 042-684-4861
山﨑

子育て支援事業
「スキルアップ講座2」
11月24日
（日）
①午前10時〜午後0時15分
②午後1時30分〜3時45分
サン・エールさがみはら 第一研修室
緑区西橋本5-4-20
「ソーシャルスキル・トレーニング」
〜ともに生きるために〜
①
「幼児から小学生への対応」
②
「中学生から高校生への対応」
講師 安住ゆう子
（LD発達相談センターかながわ）
発達障害やその傾向のある子どもの保
護者と支援者
500〜1,700円
090-8506-0714(火〜金) 先着50名
NPO発達障害の会神奈川オアシス
横倉

バオバブ クリスマスコンサート
12月9日
（月）
正午〜午後1時
あじさい会館1階ロビー
ほっとさーくるによるハンドベル演奏
上鶴間オカリーナによるオカリナ演奏
申 不要
（無料） 直接会場へ 定員50名
問 ハンドメイドショップバオバブ
☎ 042-757-6772
FAX 042-757-6772
村松

精神保健ボランティア養成講座
平成26年1月25日
（土）
〜2月22日
（土）
相模原市民会館 会議室
精神科医、当事者、家族を招いて心の病を持つ人た
ちに対する正しい理解と手助けの方法を学びます
￥ 500円 定員50人 先着順
12月1日〜平成26年1月18日の間に電話で
問 中央ボランティアセンター ☎ 042-786-6181

第4回 さがみスクラム写真展
笑顔あふれる「夢」
作品大募集
精神障害を抱える人たちの企画による写真展
の写真を募集します。
「夢」
をテーマにした写
真や
「夢」
を表現した写真であれば自由です。
〆切 11月30日
（土）
詳細は、
「地域活動支援センターカミン
グのホームページ」
をご覧ください。
写真展会期 平成26年2月13日
（木）
〜
16日
（日）
午前10時〜午後6時
（初日午後1時から 最終日4時まで）
相模大野ギャラリー
（入場無料）
相模大野駅徒歩7分 伊勢丹となり
問 さがみスクラム実行委員会事務局
（地域活動支援センターカミング）
☎ 042-759-5117 FAX 042-759-5118

手をつなぐ育成会
ガイドヘルパー募集
知的障害のある利用者さんの移動介護・支援
ヘルパー2級以上またはガイドヘルパー対象
給与 時給1,120〜1,150円 交通費400円/1回
勤務 土日祝日 午前9時30分〜午後5時位まで
平日2〜3時間程度※週1日からでもOK!
※運転できる方大歓迎!
問 （一社）
相模原市手をつなぐ育成会（中央区上溝1887-1）
☎ 042‐759-4310
柿澤・橋本

レモンタイム工房
非常勤職員募集
障がい者の生活支援、
作業補助
男性職員歓迎
地域活動支援センター レモンタイム工房
南区東林間1-15-18
042-744-3241
石渡・望月

勤務 週3日程度

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：①12月6日
（金）午後1時30分〜3時30分 会場：相模湖総合事務所
②12月9日
（月）午後1時30分〜3時30分 会場：あじさい会館
（火）午後1時30分〜3時30分 会場：南保健福祉センター
③平成26年1月21日
内 容：ボランティア活動の基礎知識と活動紹介、車いす体験
等。セミナー終了後、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相模湖地域事務所
電話 042-649-0202
②中央ボランティアセンター 電話 042-786-6181
③南ボランティアセンター
電話 042-765-7085
参加費：無料
※「ふれあいハートボランティア」とは=65歳以上(介護保険第1号被保険者)の皆様が、
ボランティア活動を通じて健康で生きがいのある暮らしを送ることを応援する仕組み。
老人ホームなど高齢者福祉施設で話し相手や散歩の付き添い、レクリエーションの手伝
い等を行います。

