相模原市社会福祉協議会

広 報

「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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にこまる

ブログ「にこまるの部屋」でも情報発信中！

平成 26 年度 市社協賛助会員募集

ともに支えあう！

賛助会員 の 会費 は
地域福祉 の 推進 に
役立てられています

相模原市社会福祉協議会では、毎年７〜８月に賛助会員の募集をお願いしています。
賛助会員は、市社協が進める地域福祉の取り組みにご賛同いただける市民の方々に
会費を納めていただくものです。

会費は、市社協が行う「ふれあいサービス」や「ボランティアセミナー」の開催、
地区社会福祉協議会の活動財源などとして活用させていただいています。

ふれあいサービスは市民参加で、きめ細かい支援を行います！

会話しながら楽しく調理する
庭野さん（左）と阿部さん（右）

数年前に奥様を亡くされた庭野さん。家事の経験が乏しいため、食事も偏ったものばかりの毎日。介護が必要な状態でないので、介護保険のホー

ムヘルパーを利用することができません。そこで手助けをもとめたのが、市社協の市民相互の会員制家事援助事業「ふれあいサービス」でした。

「ふれあいサービスの協力会員の阿部さんに来てもらって一緒に食事作りをしています。話し相手にもなってくれるので、生活も楽しくなりまし
た」と笑顔の庭野さん。

担い手として活動する阿部さんも「自立した生活が送れるようお手伝いするのが私たちの役割です。料理も私がすべて作ってしまうのではなく、
庭野さんに調理を覚えてもらいながら、一緒に楽しく作っています。味見してもらいながら、庭野さんの家の味を再現しています。」

このような活動を支えていただくためにも、賛助会費は貴重な財源となっています。ぜひ市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

しらえ！

ながら一緒に下ご

料理のコツを教え

賛助会員の種類と募集方法等
皆様のあたたかいご協力を
お願いいたします！
総務課

042-730-3888

会員の種類

会費年額 ( 一口 )

一般賛助会員（各世帯）

200 円

特別賛助会員（特に賛同いただける個人）
法人賛助会員（企業や団体等）

夏休み ボランティアしよう！

募集方法（期間 7 〜 8 月）
地区社会福祉協議会を中心に、自治会、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。

1,000 円
20,000 円

年間を通じて市社協で受付しております。

障害のある方の昼食招待事業のお手伝い
〜相模女子大学高等部 JRC 部〜

ボランティアセンターでは中学生や高校生など学生向
南区相模大野にある「中國料理ビストロプータン」では月に
けに高齢者のデイサービスセンター、保育園など、 1 回、障害のある方などを無料で招待して昼食会を行ってい
ます。４月に行われた昼食会では、相模女子大学高等部の生
様々なボランティア情報を紹介しています。詳しく
徒2名が盛り付けや配膳、片づけ、食器洗いなどのボランティ
は、市社協ホームページをご覧いただくか、下記ボラ
アとして大活躍。活動した生徒からは、
ンティアセンターにお問い合わせください。
「身近な地域で福祉活動を続けているお
緑ボランティアセンター （緑 区）
中央ボランティアセンター（中央区）
南ボランティアセンター （南 区）

042-775-1761
042-786-6181
042-765-7085

店があることを初めて知り、お客さんと
も楽しく会話しながら活動でき、勉強に
なりました。」と感想が寄せられました。

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

①８月 21 日
（木）午後６時〜８時 ②９月 18 日（木）午後 1 時 30 分〜 3 時 30 分
①南区地域福祉交流ラウンジ
南ボランティアセンター
042-765-7085
②あじさい会館
中央ボランティアセンター
042-786-6181
ボランティア活動の基礎知識と実際の活動紹介、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」の説明を行います。

市社会福祉協議会の
職員募集
一般事務及び社会福祉業務（常勤）
平成 27 年 4 月から、原則、週 38 時間 45 分
昭和 59 年 4 月 2 日から平成 5 年 4 月 1 日に生
まれ、社会福祉主事任用資格を有するか平成
27 年 3 月までに取得見込で、普通自動車運転
免許があるか取得見込の人
若干名
試験日 ９月 21日
（日）
試験会場 あじさい会館
８月15日(消印有効)までに、郵送で必要書類を
同協議会（〒252-0236 中央区富士見 6-1-20）へ
042-730-3888

※応募条件や必要書類などは、同協議会ホームページ
をご覧になるか、お問い合わせください。

8月
今月のいいひと 7
月

これからの地域福祉で目指し
たいことを話し合う場の「地域
福祉活動計画等推進委員会」
に関わっていただいている社
会福祉法人県央福祉会 常務理
事の海老沢祐次さん。
「今後取り組みたいことは、福
海老沢祐次さん 祉教育を通して障害のある方は
（中央区陽光台） 「生きがい」を、子どもたちは
「発見、共感、行動」をともに
つくっていきたいです。
」

妻のゆう子さんは笑いの体操
とヨガの呼吸法をあわせ持つ
「笑いヨガ」のリーダーとして
大沢地区社協や公民館で大活
躍中。夫の康弘さんは大沢地
区福祉コミュニティ形成事業
のチラシデザインやロゴマー
小田 康弘さん クの作成をお手伝いしてくだ
ゆう子さん さっています。自分の得意な
ことを活かして地域を支える
（大沢地区）
お二人です！

インタビュー全文はホームページで 相模原市社協
日時

場所

内容

対象

定員

費用

申込み

問合せ

クリック

TEL

※8月版は8月20日に掲載されます。

メール ※費用が掲載されていない場合は無料です。

相模原市社会福祉協議会

2014年（平成26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
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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、星が丘地区社協の取り組みにスポットをあてました。

交流・仲間づくりの「いこいの広場」
「昔のようなご近所の顔が見える関係づくり、愛着のある地域に気軽に集える
居場所があったらいいね」と話合いを重ねてきた結果、
「いこいの広場」が誕生
しました。
「星が丘地区いこいの広場」は月1回日曜日に開催され、子どもから
高齢者まで集い、小物づくりやゲームをしたり、カレーを食べながらおしゃべり
したりと世代を超えて笑顔の絶えない場となっています。
「千代田いこいの広場」
は月に１回、屋外では元気にグランドゴルフやペタンク、室内ではトーストや
コーヒーを味わうこともでき、囲碁・将棋、小物づくりをしながら交流を深め
ています。
「外に出かけられる場所があって、私のことを知ってくれる人ができたことが
とっても嬉しい」と笑顔の高齢者。
「引っ越してきたばかりで地域のことがわか
らない。自分の母親世代の方とお話ができ、息子にとっても祖父母世代の方々
とふれあえる機会にもなります」と１歳児のお母さん。
「暑くなったらかき氷で
季節を感じてもらおう」
「囲碁、麻雀ができる男性ボランティアを募ろう」と
アイデアを出し合うボランティアさんたち。
参加者、ボランティア問わず、これま
で培ってきた経験、人柄、人脈等がこの
場所で重なり合って新たな交流が生まれて
います。星が丘のまちのキャッチフレーズ
は「やさしさいっぱい 星が丘」
。この「い
こいの広場」からあふれてくるいっぱいの
やさしさが、少しずつ地域に広がっていき
ます。
星が丘地区社会福祉協議会
042-755-9955

「星が丘地区いこいの広場」

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進めてい
ます。
地域福祉係
042-756-5034

弁護士による権利擁護相談 〜人権や財産に関する無料の個別相談〜
相続や人間関係、障害のある子どもの将来など、ご本人だけではなくご家族も
相談することが出来ます。相談対象などご不明な点は下記連絡先にお問い合わせ
ください。
７月24日（木）
・８月28日（木）
・９月25日（木）
午後１時20分〜４時（1人40分）
あじさい会館 2階 市社協福祉推進課 相談室
高齢者・障害者とその家族
利用方法 事前に電話申し込み
あんしんセンター係
042-756-5034

2,123,615千円

市・県社協からの補助金、受託金
840,224千円（40％）
各種福祉サービスの利用料、自動販売機手数料等 139,927千円（ 7％）
市民の皆様からの賛助会費や寄付金、共同募金等
69,354千円（ 3％）
その他（借入金収入、預金利子、資金残高等） 1,074,110千円（50％）

支出

2,078,589千円

※詳しくはホームページをご覧ください。

第39回相模原地区障害児・者
作品写 真 展
７月29日
（火）
午前10時30分
〜７月31日
（木）
午後３時
イオン相模原店
（１階古淵駅側 パブリックスペース）
文化活動等を通して皆様からの理解と
協力を得られること、
障害福祉の向上
に努めることを目的としています。
たんぽぽの家
（担当：鶴見）
042-761-7788

友知草 の 会
記念 冊 子
認知症高齢者をかかえる家族の会
「友知草の会」
20周年記念誌
「私の介護
記録」を配布。様々な方の介護体験記
（悩みや解決方法など）
を多数掲載して
います。
500円
（郵送希望の場合は別途郵送料）
中央ボランティアセンター
042-786-6181

広がる

＜重点的に取り組んだ事業＞
「ご近所おむすびサポーター」の普及啓発
「賛助会員」
「共同募金」募集方法の見直し検討の着手
緑区事務所、緑ボランティアセンター開設による３区ごとの体制整備
「介護支援ボランティア事業」による65歳以上の市民の活動促進

民間施設建設資金等の貸付及び償還の管理
在宅福祉サービスや権利擁護事業、資金貸付等
地域福祉活動支援やボランティアセンターの運営等
あじさい会館、
保健と福祉のライブラリー等の運営
その他（市社協運営費、広報紙の発行等）

①７月26日
（土）
午前９時〜午後６時
②７月27日
（日）
午前９時〜午後３時
①関内駅前マークビル5階
（JR関内駅）
②デイあやとり
（JR淵野辺駅）
２日間の受講で福祉有償運送運転者の
資格が取得できます
9,000円
18人
神奈川高齢者生活協同組合
（岡田）
045-663-8825

虹の家・はやぶさ学園
夏祭り
７月26日
（土）
午後４時〜７時45分
虹の家前広場
（南区下溝4410）
虹の家・はやぶさ学園夏祭りを開催
盆踊り、
模擬店、
フリーマーケット、
地域
のサークルの出し物、
夜空を彩る大花火
虹の家
（担当：織戸）
042-777-0111

縁 J O Y夏 祭 り
ボランティア募集
８月２日
（土）
午後５時〜８時
特別養護老人ホーム 縁JOY
（中央区田名7691-1）
テーマ：縁JOY Summer Festival〜
美味しい物を食べつくそう〜
よさこい、
抽選会、
早食い大会、
打上花火
電話・FAXで申込みください
縁JOY
（担当：舛田）
042-764-1110
FAX 042-764-5505

子育ておしゃべり会
「ネバーランド」
８月26日
（火）
午前10時〜午後３時
（ご都合のよい時間に参加可能、
昼食は
各自ご持参ください。
）
城山保健福祉センター
３階ボランティア室
子育て、
一人で抱え込んでいませんか？
おしゃべりタイムでホッと一息つきま
しょう！
080-6749-0373
（担当：山本）
ho-mon.753mw@ezweb.ne.jp

〜気付く・受けとめる・つなぐ〜

平成25年度 市社協決算の概要

収入

国土交通大臣認定
福祉有償運送運転者講習会

916,335千円（44％）
392,311千円（19％）
147,002千円（ 7％)
111,336千円（ 5％)
511,605千円（25％)

ご近所おむすびサポーター

「
『おはよう』が一番好きなあいさつなんですよ。
」週４
回、高齢の方にお弁当を届ける配食協力員の須賀さんは、
朗らかな笑顔が素敵なご近所づきあいの達人です。
「いつも気にかけてもらってありがたいです。
」とご近所
のある高齢者の方は笑顔で話されます。
「何ができるわけ
でもないけれど…」と遠慮がちな須賀さんですが、配食を
利用されている方が体調を崩されたときに高齢者支援センターに連絡し、大事
に至らずに済んだケースもありました。
配食協力員の活動をきっかけに、多くの人と接する
ようになったそうです。関係づくりのコツは「勇気を
出して一度声をかけてみること」だそうです。
須 賀 さ ん の よ う な 方 の 存 在 が、地 域 の 安 心 に つ な
がっています。
市民の皆様からご近所の助けあいとして「〜ならできるかも」といった
お気持ちや、
「〜してあげました」
、
「〜に気を配っています」といったメッセージ
を募集しています。
総務課
042-730-3888

自治会に 加入しよ う !

自治会は地域福祉の原動力
自治会に関する問合せ
あじさい会館休館日 ８月３日㈰

自治会活動の
ひとコマ

市自治会連合会

災害弱者支援訓練

042-753-3419

あじさい会館緑分室休館日 ８月16日㈯・30日㈯

