
ボランティア入門講座みんなで元気に「笑いヨガ」

福祉コミュニティ いき・いき
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根岸　昭臣さん
（南区相南）

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

精神保健ボランティアグルー
プ「ひびき」代表
平成6年に精神保健ボランティ
ア講座を受講したのをきっか
けに「ひびき」に入会。以来
精神障害者の方々へのボラン
ティア活動を実践されてきま
した。中でも障害のある方の
気軽に集まれる憩いの場
「ほっとハウス」の立ち上げ、
運営には15年に渡って携わっ
ています。今回は活動を通じ
て感じた。「心の病を抱える方
隣人として寄り添う大切さ」
についてお話を伺いました。

悠ボラの会の
みなさん

（中央区相模原）

「悠ボラの会」は、相模原8丁
目にある代表の佐久間育子さ
んの経営する手作りの店（手
作り品販売）「悠遊」を拠点に
して、地域の方とのふれあい
を大切にし、2012年の夏か
ら毎月施設のデイサービスに
通うお年寄りにお誕生日をお
祝いする手作りのはがきを
送っています。

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。

あなたの入れ歯を役立てませんか？
不要な入れ歯を捨てないで！！
　市社協では、特定非営利活動法人日本入れ歯リサイクル
協会と協力して、入れ歯回収ボックスをあじさい会館
ロビーと南保健福祉センターロビーに設置しています。
　ボックスへお寄せいただきました入れ歯に使用されて
いる希少金属を同協会が換金し、市社協が取り組む福祉
活動と(公財)日本ユニセフ協会を通して、世界中の子ど
もたちのために役立てるもので、これまでに総額
245,200円が市社協へ寄付されています。
　皆様のご協力に感謝するとともに、ご不要になりまし
た入れ歯等ございましたら、回収ボックスにお入れくだ
さい。

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 No.12・13特集

どうしたら楽しく幸せにくらせるのか？「地域の福祉課題を地域住民が自ら解決する取り組み」を
「福祉コミュニティ形成事業」として、各地区の地区社会福祉協議会が実践しています。
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大沢comcom.com
（おおさわこむこむどっとこむ） いきいきサポート

相模台地区では、地域で活動をしたいと考えている人が、ボラ
ンティア活動につながるように、ボランティア入門講座の開催
や情報発信を行い、ボランティアの育成に取り組んでいます。

大沢地区では、地域福祉推進会議の愛称を「大沢com 
com.com」と決め、小地域での地域交流の場づくりをテーマ
に取り組んでいます。

大 沢 地 区 相 模 台 地 区と
も
に
支
え
合
い

もう少し詳しく！福祉コミュニティ形成事業ってなぁに？

開催日：①４月15日㈫　午後1時30分～ 3時30分　会場：あじさい会館
　　　　②５月16日㈮　午後1時30分～ 3時30分　会場：南保健福祉センター
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「ふれあいハートボランティア」の説明を行います。
申込み：① 中央ボランティアセンター　　 042-786-6181
　　　　② 南ボランティアセンター　　　 042-765-7085
参加費：無料

問合せ：総務課　　 042-730-3888

問合せ：地域福祉係　　 042-756-5034

ボランティア登録制度「いきいきサポート」を立ち上げ、登録された
方に、まずは地区社協事業へご協力いただきます。地域に向けて
情報紙「福祉コミュニティいき・いき」を発行し、地域の方がボラン
ティアに興味を持ち、活動が活発になるように情報を発信しています。

常盤自治会館で行った第１回目の企画は、約70名が参加。様々な
方が特技を披露され、みんなで一緒に楽しむ場となりました。ま
ずは笑いヨガで体をほぐしスタート！今後も小地域での取り組みを
進めていく予定です。

相模原市では「福祉コミュニティ形成事業」を「相模原市地域福祉計画」の重点事業に位置づけ、市社協では事業に取り組む地域の
皆さんへのお手伝いを積極的に行っています。現在、18地区で取り組みが進められ、平成26年度からは全22地区で取り組みが
スタートする予定。進め方や各地区の個性的な実践をもっと詳しく知りたい！そんなあなたは市社協ホームページや分かり易く解説
したパンフレット「３つのＴが地域に根付く花が咲く！」をご覧ください。市社協事務所等で配布しています。現在パート２も作成中！

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3月号
197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/
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市社協テント
地区社協・

地区ボランティアグループ模擬店

５月２５日（日）（３回上映）
①午前10時～正午　②午後2時～4時
③午後6時～8時
市立産業会館 多目的ホール
障害のある子たちの放課後デイサービス
の活動
999円　　　各回200名
　 4月1日～　電話・FAXで、「さがみ
はら発達障害サポーターズ」
090-9396-7295
042-707-0962 (大沢洋子)

☎
問

　脳卒中や脳外傷の後遺症により、言語障
害、身体麻痺の症状のある人と、その家
族、支援者等の相互の交流を深め、福祉
の向上、啓発活動を行なっています。月例
会とバスハイク等の開催、会報や文集・作
品集の発行の他に、市民や関係者に対し
て、失語症に関する情報提供や講演会も開
催しています。
次回定例会
南 の 会：4月15日㈫
中央の会：4月19日㈯
ともに午後1時30分～ 3時30分
※場所はお問合せください。
相模原失語症友の会
042-761-7269（大堀宅）

☎
問

　布えほん・布おもちゃ・エプロンシアター
など手作りの布作品を制作しています。
　作品は、子育てサークルや保育園に貸し
出す他、市立の図書館（3館）や布えほん
展で見て触って、布のぬくもりを感じてい
ただいています。
　また、子育てサークル・こどもセンター・
公民館等を訪問して、作品を使って実施
するおはなし会やプレルームの活動を通
じて、子育て支援や障害児との交流やふれ
あいの場のお手伝いをしています。

布おもちゃサークルピノキオ
042-786-6181
（中央ボランティアセンタ－）

当事者団体
相模原失語症友の会

ボランティアグループ
布おもちゃサークル ピノキオ

助成金はこんな活動に使われています　平成25年度　助成団体から報告

肢体が不自由な方への手工芸・レク
リエーション等の日中活動のお手伝い、
外出の付添い、話し相手（傾聴）、整容
（入浴後のドライヤーかけ）等
※詳細は、お問合せください。
さがみ緑風園（南区麻溝台2-4-18）
地域支援課　井上克也
042-766-2255

3月30日（日）午後1時30分～4時
市民会館2階　第2大会議室
テレビ・講演会等で活躍されている和田
公一・千珠子夫妻の講演会
恋愛と結婚について一緒に考えてみま
せんか。
無料　　　 70名（直接会場へ）
地域活動支援センター　カミング
042-759-5117

〆切

県立さがみ緑風園
障害者施設でのボランティア募集

①5月9日(金）　午前10時～11時
②6月～10月の第2金曜日　午前10時～正午
あじさい会館3階研修室
①認知症予防についての講演
②地域型認知症予防プログラム
　（全5回出席可能な方）
①500円　②1,500円(テキスト代込）
定員　①30名　②18名　先着順
電話・FAXで
①4月30日　②5月20日
　042-763-3077
　シニア活動の森：中嶋

認知症予防講座と
認知症予防実践プログラム

ドキュメンタリー映画　上映会
「世界一すてきな僕たち私たち」

知的障害のある利用者さんの外出支援
のお仕事
ヘルパー2級以上または、ガイドヘルパー
時給1,120円　交通費400円/1回
土日祝日　午前9時30分頃～
　　　　　　午後5時頃まで
平　　日　２、３時間程度
※週1日からでもＯＫ！
市手をつなぐ育成会(中央区上溝)
042-759-4310 (柿澤・橋本)精神保健福祉普及啓発講演会

「当事者の恋愛と結婚」

自治会に関する問合せ　市自治会連合会　　　 042-753-3419
グループ模擬店

自治会に関する問合せ　市自治会連合会

自治会に加入しよう !
環境美化活動

今月のこれも
自治会！

自治会は地域福祉の原動力

福祉活動団体へ助成 ～平成26年度応募団体を募集～

市手をつなぐ育成会
ガイドヘルパー大募集！！

　市内で高齢者・障害者等への支援を行なっているボランティアグループ、
障害のある方やその家族等で構成する当事者の団体を対象に、活動にかかる
事業経費の一部を助成します。

1団体15万円を上限とし事業にかかる経費の3分の2を助成します

＊この助成金は、市社協に寄せられた寄付金、賛助会費、赤い羽根共同募金を財源とし
ています。※平成25年度は28団体に総額215万円を助成しました。

活動実績が2年以上で、市域規模で活動しているボランティアグループ
広く市民に向けた研修、広報等啓発事業、調査研究事業等の経費

平成25年度の主な助成対象：傾聴ボランティア養成講座、精神保健グループ
　　　　　　　　　　　　　　のチラシ作成費等

◆ボランティアグループへの助成

障害者、難病患者等の当事者やその家族等で構成される団体
会員向けの研修、市民向けの広報、地域との交流事業等の経費

市内各ボランティアセンターで配布する申請書に記入のうえ、4月25日㈮
までに提出。（必着）
中央ボランティアセンター（あじさい会館4階）　   042-786-6181

平成25年度の主な助成対象：精神障害のある方の当事者会、要介護者家族会
　　　　　　　　　　　　　　の啓発講演会

金額：1団体10万円を上限とし事業にかかる経費の3分の2を助成します。

◆当事者団体への助成

新たに当事者団体を立ち上げるための準備経費
◆当事者団体設立準備金の助成

「にこまる」市民桜まつりに登場！
グッズ販売&プレゼントあり！

国道16号至八王子 至横浜

市役所
相模原市体育館

市民会館

県相模原
合同庁舎

相模原警察署

あじさい会館

ウェルネスさがみはら

けやき
会館

自治会連合会

民生委員・児童委員協議会民生委員・児童委員協議会

ブログ「にこまるの部屋」で
検索してね♪

ブログ「にこまるの部屋」→

ミニタオル
ストラップ
シール

にこまるに
会いに来てね！

発　　行：年６回、各回235,000部
配布方法：新聞折込みの他、公共施設・病院等に設置
※掲載位置・料金・期間等は広告代理店と調整していただきます。
※政治性・宗教性のあるもの、第三者に不利益を与える恐れのあ
るもの等掲載できない場合もあります。

本紙・本会ホームページに広告を掲載しませんか？
保健・福祉・医療・教育等の広告または社会貢献活動を行っている
企業等の広告を募集しています。

広報紙

本会法人賛助会員に加入された企業団体を対象に募集します。
掲 載 位 置：トップページ下段
料　　　金：年額30,000円（法人賛助会員年会費は別途20,000円）

ホームページ
（バナー広告）

子ども達と河川の清掃

　けやき会館横の広場を中心に、地区社協・ボランティアグループが活動の
紹介や模擬店を行います。民生委員児童委員協議会も、あじさい会館前でＰＲ
活動を行います。市社協キャラクター「にこまる」も応援に来ます。
日　時：4/5㈯ 午後１時～　4/6㈰ 午前１０時～
　　　　（雨天中止、販売・プレゼントは先着順）
場　所：市社協テント　他
問合せ：企画財政係　　 042-730-3888
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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～
相談日時：4月24日（木）、5月22日（木） 午後１時20分～４時（一人40分間）
場　　所：あじさい会館 ２階 市社協福祉推進課相談室
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。
　　　　　　相談は一人１回とさせていただきます。
申込み・問合せ：あんしんセンター係　　 042-756-5034

問合せください。　総務課　　 042-730-3888

城山保健福祉センターの
2階から1階に移転します。

市社協城山地域事務所
移転のお知らせ

3月31日（月） 午前8時30分～

※住所、電話番号等の変更はありません。

緑区久保沢2-26-1
　 042(783)1212 　 042(782)4050
緑区久保沢2-26-1
　 042(783)1212 　 042(782)4050
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