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昭和12年　緑区千木良（旧相模
湖町）生まれ。
相模湖地区民生委員・児童委員
協議会会長、相模湖地区社会福
祉協議会会長などを務め、様々
な活動をされてきましたが、昨
年11月末日に21年間の民生委
員・児童委員を退任されました。

小山　　仁さん
（南区）

溝口　正裕さん
（緑区千木良）

相模原市社協 クリックインタビュー全文はホームページで

昭和52年生まれ。小田原市出身
大学卒業後、相武台在宅介護支
援センター（現在、相武台地域
包括支援センター）に就職。社
会福祉士の資格を有し、相談援
助業務に従事。地域包括支援セ
ンターの管理者。「人の生き方に
ついて触れられるような仕事に
就きたいと思った時に、福祉と
いう道がありました。専門職と
しての知識を磨きながら、幅広
い視野で知識を吸収し、対応で
きるよう心掛けています。」とお
話しくださいました。

県社協主催

市社協ホームページで、ともしび大賞・最優秀賞者の喜びの声・作品写真を掲載中！

最優秀賞（神奈川新聞厚生文化事業団賞） 髙瀬美響さん（大沢小学校2年）
最優秀賞（神奈川県社会福祉協議会賞） 廣瀬里恋さん（麻溝小学校1年）
優 秀 賞 櫻井涼葉さん（東海大学付属相模高等学校2年）
佳　　作 黒川佳乃さん（橋本小学校6年）田中秀虎さん（広田小学校2年）

ともしび大賞（神奈川県知事賞） 渡辺亮斗さん（東海大学付属相模高等学校2年）
最優秀賞（神奈川県労働者福祉協議会賞） 椿　夏菜さん（星が丘小学校3年）
最優秀賞（神奈川県社会福祉協議会賞） 桝田諒子さん（相模女子大学高等部1年）
優 秀 賞 石井杏奈さん（光が丘小学校1年）藤原夏希さん（旭小学校6年）

櫻井涼葉さん（東海大学付属相模高等学校2年）
宮下七美さん（東海大学付属相模高等学校2年）

募集期間：1月20日㈪～2月10日㈪ 
福祉用具：車いす、シルバーカー、杖

まずは、お問い合わせください。問合せ：在宅福祉係　電話 042-756-5034

※状態により、お受けできない場合があります。
★ブレーキやステップ、タイヤが破損しているもの
★汚れやサビがあるもの

ボランティア入門講座　受講者募集!!

第34回 ともしびポスター　第27回 ともしび絵本

コンテスト審査結果発表！

賛助会員の募集につきましては、市民の皆様や企業の皆様に多大なるご理解とご協力を賜り心か
ら御礼申し上げます。皆様からお寄せいただきました会費は、本会が実施する福祉活動の財源と
して有効に活用させていただきます。募集にご協力いただきました自治会、民生委員児童委員協
議会の皆様には厚く御礼申し上げます。 　　  社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会 会長 戸塚英明　

★一般・特別賛助会員会費　39,357,624円　★法人賛助会員会費　1,930,000円
平成25年度 賛助会員会費募集経過報告

（1月1日現在）
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県社協主催

日　時：①3月1日㈯、②3月8日㈯、③3月15日㈯
　　　　午後1時30分～ 3時30分
場　所：①② あじさい会館6階展示室　③ 市民会館2階第2大会議室
内　容：①② 「傾聴を学ぶ」　講師　荒木乳根子氏（元 田園調布学園大学教授）
　　　　③ 活動者より傾聴を生かした様々なボランティア活動を紹介
対　象：市内在住・在学・在勤の15歳以上（中学生は含まない）で3回とも出席可能な方
定　員：80人（先着順）　　費　用：2,000円
申込み：はがきに住所、氏名、電話番号（できれば携帯電話も）、講座名「入門」と明記し、
　　　　2月15日㈯までに申込み（必着）
申込み・問合せ：〒252-0236相模原市中央区富士見6-1-20　あじさい会館内
　　　　　　　　相模原ボランティア協会講座係
　　　　　　　　電話・FAX 042-759-7982　Eメール sagamiva@feel.ocn.ne.jp

ボランティア活動の様々な場面で役に立つ「傾聴」について
学び、具体的な活動への入門のための講座を開催します。

ボランティア活動の基本、傾聴について学ぶ ―入門編―

開催日：①2月10日㈪　午後1時30分～ 3時30分　会場:あじさい会館
　　　　②3月12日㈬　午前10時～正午　　　　　　会場:南保健福祉センター
　　　　③3月17日㈪　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、①③は午後3時15分から、②については午前11時45分より
　　　　「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：①③ 中央ボランティアセンター　電話 042-786-6181
　　　　② 　南ボランティアセンター　　電話 042-765-7085
参加費：無料

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

※「ふれあいハートボランティア」は65歳以上（介護保険第1号被保険者）の方が、健康で生きがいのある暮らし
を送ることを応援するために、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のボラ
ンティア活動を行い、その活動の実績をポイント化し年度末にポイントに応じて報償金を還元する仕組みです。

福祉用具をお譲りください
ご家庭で使用していない福祉用具を無償でお譲りいただけませんか ?
お譲りいただいた福祉用具は、必要としている市民の方へお渡しする
など活用させていただきます。

日常生活の金銭管理等をお手伝いします!日常生活の金銭管理等をお手伝いします!
市社協では、認知症のある高齢者や障害のある方など、判断能力が不十分な方に対して、住み慣れた地域であんしんして生活が送れるよう支援する
「日常生活自立支援事業」や「成年後見制度（法人後見）」に取り組んでいます。

判断能力が不十分でも安心できる生活を… 日常生活自立支援事業でお手伝いします !
手始めに、1週間の金銭管理が出
来るように、収支状況の確認やア
ドバイスをしますね。
また、こんな福祉サービスがあるの
で一緒に説明を聞いてみませんか?

自分ひとりでは、金銭管理がうまく
いかず月末には生活費がなくなって
しまう。福祉サービスが色々あるみ
たいだけれども利用するにはどうし
たらよいのだろうか…

請求書 領収書

?
? ?

弁護士による権利擁護相談　
～人権や財産等の権利擁護に関す

る個別相談～

日　時：2月27日㈭、3月27日㈭

　　　 　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

　　　　※事前に電話予約が必要です。
無料

申込み・問合せ：あんしんセンター係　電話 042-756-5034

生活費の払い戻しや支払のお手伝い
福祉サービスに関する情報提供

専門の職員による相談・助言

★出前説明会も行います★
　事業所やサークル、小グループでの勉強会、
ご親族の集まりなどでの説明も行います。

★まずはご相談を★
　担当の専門員が相談から契約後の支援まで生
活状況やお困りごとをお聞きします。ご利用の
流れや利用対象についてもお気軽に問い合わせ
ください。
※ご自分で判断することに不安がある方が対象です。
※申込み後に審査を経てサービス利用開始となります。

ブログ「にこまるの部屋」でも情報発信中！

相模原市社会福祉協議会　広 報

にこまるにこまる

2014年1月号
196号

（奇数月20日発行）

　「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。
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
ホームページ http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/



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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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

３月７日（金）午後１時～4時30分
受付12時30分開始
あじさい会館６階第１・２展示室
若年者（39歳以下）の方を中心とした、
福祉の仕事に関心のある方、福祉分野
に就労を希望される方であればどなた
でも参加できます。
◇福祉施設等就労相談会
　（各法人施設ごとのブース形式）
◇福祉の仕事を知る懇談会（定員30人程度）
無料　　 不要
神奈川県社会福祉協議会 かながわ福祉人材センター
045-312-4816

１月26日（日）午後１時開場 １時30分開演
相模女子大学グリーンホール
ひろみちお兄さんと親子体操を楽しもう！
小さなお子様からご高齢の方まで一緒に
楽しめる内容です。
前売券 おとな1,600円 こども600円
当日券 おとな2,100円 こども800円
　ひよこ保育園   　 042-762-1015

1月30日（木）午後１時30分～３時30分
あじさい会館６F 第２展示室
パソコンまたは紙に書いて聞こえにくさを
感じる方をサポートする体験を行います。
無料　 定員15名
1月28日（火）まで電話・FAX  
筆記通訳サークールもみじ
042-812-6437（小飯塚）
FAX 042-758-3586（佐々木）

〆切

東日本大震災復興支援
ふれあいのつどい

２月４日(火)・25日(火）
午前９時50分～午後０時20分
サン・エールさがみはら 第一研修室
緑区西橋本5-4-20
「子育てに活かすアサーション
 ～自分も相手も大切にする話し方～」
１回目 「アサーションの基礎的理解」
２回目 「日常のコミュニケーションへの活用」
講師 園田雅代 氏 (創価大学大学院教授)
発達障害やその傾向のある子どもの保
護者と支援者
1,500～1,995円（事前振込）
NPO発達障害の会神奈川オアシス
 　090-8506-0714(火～金)
1月30日（木） 　 横倉

子育て支援事業
「スキルアップ講座3」（全２回）

機械、電子・情報、印刷、オフィスビジネス、
実務作業系などの９コース
身体・知的・精神障害のある方実際の訓
練の様子を見学できます。ご希望の方
はご連絡ください。
神奈川障害者職業能力開発校(南区桜台13-1)
無料（教科書代・昼食代は自己負担）
１月６日（月）～２月３日（月）
入校選考日２月16日（日）～18日（火）
募集・広報係
042-744-1243　 FAX 042-740-1497

神奈川障害者職業能力開発校
平成26年4月生 募集のご案内　  

福祉の仕事ミニフェア
in 相模原！

３月１日（土）
総合学習センター
パソコンの音声ソフトなどを利用して、新聞
や本などの読み上げ機能を体験します。
様々な情報を入手して世界を広げましょう！
無料　 定員10名
２月１日～27日の間に電話で
042-756-3443　総合学習センター

２月13日(木)～16日(日)午前10時～午後６時
（初日午後1時から 最終日午後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
精神障害を抱える人たちの企画による
写真展。夢をテーマにした写真や夢を
表現した写真を展示します。
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

第4回 さがみスクラム写真展
笑顔あふれる「夢」

要約筆記を体験してみませんか
パソコン または 手書き

バレンタインデーやホワイトデーのプ
レゼントにぴったり。市内の福祉施設で
まごころこめて作った手作りの品を大
切なあの人に贈ってみませんか？
ラッピング無料（かわいいラッピング
を用意しました。）
被災地の障害者が作ったバッジ等も販
売中
ハンドメイドショップバオバブ（あじさい会館１階）
042-757-6772

ハンドメイドショップバオバブより
バレンタインデー＆ホワイトデーの贈り物

No.11

　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、麻溝地区社協の取り組みにスポットをあてました。紹介します。今回は、麻溝地区社協の取り組みにスポットをあてました。

「ボランティアセンターあさみぞ」が開設されました！！「ボランティアセンターあさみぞ」が開設されました！！
　麻溝地区社会福祉協議会では、特別養護老人ホームあさみぞホーム内のスペー
スをお借りして「ボランティアセンターあさみぞ」（以下、「ボラセンあさみぞ」と
いいます）を設置しました。
　地域の方々の「ボランティア活動をしたいのだけど、きっかけがない」、「将来、
ひとりで生活することになった時に話し相手がほしい」といったような声をもとに、
麻溝地区の福祉関係者が検討を重ね、ボランティア活動がしたい人と、お手伝い
を必要としている人をつなげる拠点を作ることになりました。
　ボランティアを依頼できるのは、麻溝地区にお住いの高齢者、障害者等と福祉
施設などです。ボランティアコーディネーターも地域の状況が分かっている地元の
方々で、お困りの方を身近な住民同士で支え合うことを目指しています。　　　
　昨年10月から「ボラセンあさみぞ」の開設準備に当たり、地域情報紙でお知
らせしているほか、ふるさとまつりや地域のイベント来場者に呼びかけ、ボランティ
アを募集しました。現在、ボランティアは３０人を超える申込みをいただいています。
　また、２月よりボランティア相談の受付を始めます。
ボランティアの派遣にあたっては、ご自宅等に訪問し
活動内容などをコーディネーターが調査したうえで対
応できるボランティアを探します。活動に関する料金
は不要ですが、かかった費用は実費負担していただ
きます。ボランティア活動を通じ地域住民同士の支え
合いや、素敵な出会い、喜びをコーディネートします。

自治会に関する問合せ　市自治会連合会　電話・FAX 042-753-3419自治会に関する問合せ　市自治会連合会 電話・FAX

自治会に加入しよう ! 今月のこれも
自治会！

自治会は地域福祉の原動力

業 務 内 容：あじさい会館の施設管理等
応 募 資 格：⑴ 高齢者、障害者等の支援に熱意と関心がある人
　　　　　　⑵ パソコンを使って、簡単な文書、計算ができる人
　　　　　　⑶ ３月１日以降勤務可能な人
勤務・賃金：月～金曜日（年末年始、休館日を除く）午前８時30分～午後３時

30分又は午後１時～７時の指定する時間　土曜、日曜、祝日の指
定する日の午前８時30分～午後４時30分　時給885円

勤 務 場 所：市立あじさい会館（中央区富士見６丁目）

市社協 非常勤職員募集

麻溝地区のボランティアに関することは、お気軽に「ボラセンあさみぞ」
毎週水・土曜日　午前10時から正午（042-711-9995　ＦＡＸ兼用）までお問い合わせください。

内　容：講演会「発達障害のある方の雇用とマネジメント（環境整備）について」
日　時：2月26日（水）午後6時30分～9時
会　場：あじさい会館　定員：40名（先着順）　申込：2月19日（水）までに電話で
問合せ：中央ボランティアセンター　電話 042-786-6181

「弱み」を「強み」に ～特性を雇用に生かす～

1 あじさい会館事務員（募集人数若干名）

業 務 内 容：⑴ 地区社会福祉協議会及び地区民生委員児童委員協議会に関する事務
　　　　　　⑵ 上記団体の会議の開催や各種事業の実施
　　　　　　⑶ 募金活動の実施
　　　　　　⑷ 地域内の相談・調整業務など
応 募 資 格：⑴ 地域福祉に理解、意欲があり、地域住民と明るく接遇できる人
　　　　　　⑵ パソコンを使って、簡単な文書、計算ができる人
　　　　　　⑶ 普通自動車運転免許（第一種）を持っている人
　　　　　　⑷  4月1日以降勤務可能な人
勤務・賃金：月～金曜日（年末年始・祝日を除く）午前９時～午後５時
　　　　　　事業により土曜日・日曜日・祝日、早出・夜間（午後５時～10時）

に勤務する場合もあり。月額240,000円
勤 務 場 所：相模原市内のまちづくりセンター、公民館、各区合同庁舎のいずれか

2 地域福祉推進員（募集人数若干名）

業 務 内 容：高齢者や障害者の移送サービス業務（車による送迎）等
応 募 資 格：⑴ 高齢者や障害者の生活支援に理解と熱意と関心がある人
　　　　　　⑵ 普通自動車運転免許を持っている人
　　　　　　⑶ 有償運送事業、所定の講習を修了している人若しくは今後受講される人
　　　　　　⑷ 4月1日以降勤務可能な人
勤務・賃金：月～金曜日（年末年始・祝日を除く）午前８時～午後７時のうち

指定する日と時間（複数の方の交代勤務です）　時給1,000円
勤 務 場 所：市社協　相模湖地域事務所（緑区与瀬895番地）

3 高齢者等移送サービス員（募集人数若干名）

【申込み】 いずれの募集も市社協各事務所・あじさい会館管理事務室で配布する所定の
申込書等必要書類を２月５日（水）[当日消印有効］までに各提出先に郵送

電話 042-759-3963
電話 042-756-5034
電話 042-649-0202

1
2
3

あじさい会館管理事務室
福祉推進課
相模湖地域事務所

目の不自由な方の
パソコン体験講座

発達障害

災害弱者支援訓練
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