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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。
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 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/

中華料理店の
被災者
招待事業
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ボランティアチャレンジスクール

ボランティア活 動を通して、たく
さんの人と出会い、自分にもできる
ことがあると気づきました

ご近所
おむすび
サポーター

災害
ボランティア
体験

商店の見守り活動

お店に来られた高齢で一人暮らし
のお客さんの話し相手や様子を気
にかけたりしています

子育てサロン

大特集 !!

同世代やベテランのママとの出会い
から、子育ての楽しさ、悩みを聞い
て、話せる関係ができました

見守り訪問
事業

ふれあい給食サービス

誰もが安心して暮らせる街づくりを進めるためには
何よりも近隣での支えあいが大切です。
市社協では、身近な地域で困っている方に
気づき、受けとめ、そしてつないでいく
「ご近所おむすびサポーター」の取り組みを進めています。
そんな「人と人とのつながり」を大切にしている方や
様々な活動をご紹介します。

お弁当を手渡しするひと時の会話
から、何か困っていることがない
かキャッチしています

大人気！
「にこまる」
です

ふれあいサービス

ミニリハビリ
教室

福祉教育のボランティア

「活動は気負わず、楽しく」
心がけているのは、相手の方が
笑顔になっていただくことです
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車いす生活 40 年「地域で生きて生か
された命です」車いす生活を通して
の経験を多くの方に伝えています

「定年退職後、何かしようと思っていたときにふれあい
サービスを知りました。」と語るのは市社協が行う会
員制の家事援助・介助サービス「ふれあいサービス」
協力会員の菊池幸三郎さん。「自分の親の介護ができ
なかったので、お世話になった方への恩返し、誰かの
お役に立てればと思い登録しました。」
活動は通院の付添い、草取り、ゴミ出しなど様々。
男性の通院付添い時に、 男の人でよかった と喜ん
でもらえたことも。「男同士、たわいない会話をしな
がら付き添いました。活動は気負わず楽しんでやって
います。男性が活躍できる場もあるので、男性の参
加がもっと増えるといいですね。」
会社勤めのときは、地域やボランティアに目を向ける
余裕がなかったけれど、今は、人と人とのつながりの
大切さを感じ、地域の出来事にも気にとめているとの
こと。先輩として研修会で新人会員に経験談をお話し
いただくなど、新たな担い手づくりにも力を貸してく
ださる『ご近所おむすびサポーター』です。

ふれあいサービス協力会員 基礎研修会開催
〜協力会員を募集 ! 〜

ふれあいサービスは、高齢や障害などにより家事援助（買物、
調理、掃除など）や通院の付添いなどを『必要とする方』
（利
用会員 : 利用料 450 円 /30 分）、『支援する方』
（協力会員 : 謝
礼 400 円 /30 分）が会員方式で実施する有料の家事援助・
介助サービスです。
協力会員として登録するための基礎研修会を開催します。

10 月 27 日（月）、28 日（火）午前 9 時 30 分〜午後 4 時
緑区合同庁舎 2 階
ふれあいサービス概要、認知症、うつ病、高齢者の理解、
車いす介助法、コミュニケーション技術等についての講義・実習
市内在住の 20 歳以上の方（ホームヘルパー、介護福祉士などの専門資格不要）
市社協緑区事務所
042-775-8601

月
今月のいいひと ９ 月

平成 21年にファミリーサポート
センター援助会員として登録さ
れ、お子さんの保育園への送迎
やご自宅での預かりなどたくさ
んの活動をされています。
「子どもと一緒にいられるだけで
楽しいです」ファミサポの活動
の他にも絵本の読み聞かせのボ
宮崎 景子さん ランティアなど大忙し。「子ども
（南区相模大野） に関わる時間で埋まったら嬉し
いんです」とにっこり笑顔の宮崎
さんです。

10

子育てが終わって「地域で何か
したいな〜」と思っていた頃、社
協職員から声がかかり、始めた
のがのびのびクラブ（高齢者サ
ロン）と録音ボランティアでした。
舞 台 発 表 や 作 品 作りのときは
「楽しくやろう」を合言葉に、み
んなで作りあげ ていくことを心
西村 美子さん がけています。「今日も楽しかっ
（緑区澤井）
た !」と参加したみんなが笑顔で
言ってくれることが何よりも嬉し
いです。

インタビュー全文はホームページで 相模原市社協
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クリック ※10月版は10月20日に掲載されます。

TEL

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）９月20日

あじさい会館の日

広報

あじさい会館に出かけよう !

10 月 4 日
（土）
①心ぽっかぽかコンサート 午前10時〜 11時30分
あじさい会館ホール
ピアノと日本の歌、童謡、唱歌など赤ちゃんからお楽しみいただけます
（チケット 500 円）
※コンサートに続き、バルーンアートもあります♪
10 月 5 日
（日）
あじさい会館ホール
○世界アルツハイマーデー啓発事業 午後 0 時 30 分開場
②③参加者に認知症サポーター受講修了グッズのオレンジリングをさしあげます。
②講話「認知症の理解や支援について」 午後 1 時〜 1 時 30 分
講師：市川 勝さん 認知症サポーターネットワーク @ さがみはら 代表
③劇団河童座公演「わしゃ喰っちょらん！」 午後 1 時 30 分〜 3 時 30 分
認知症高齢者と暮らす家族を明るく描いた、ほろりと泣けるお芝居です
（チケット 500 円）
④
「友知草の会」会員、市保健師等による認知症相談
午後 3 時 30 分〜 4 時 30 分
①③チケット販売はあじさい会館管理事務室、市社協南区事務所・緑区事務所
あじさい会館管理事務室
042-759-3963

みんないいひとの日

市制施行 60 周年 第 45 回相模原市社会福祉大会

200号

市社協 非常勤職員募集

①生活支援相談員（募集人員１）
生活困窮者等に対して、資金の貸付に伴う相談援助及び同業務に関する事務等
生活困窮者等の生活支援に理解と熱意があり、社会福祉士、精神保健福祉
士、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事任用資格のいずれかの資格
及び普通自動車運転免許を有し、11月４日
（火）から勤務が可能な人
月曜日〜金曜日 午前９時〜午後５時（休憩１時間含む、時間外勤務有）
月額175,000円
市社協 南区事務所(南保健福祉センター内)

②地域福祉支援員（募集人員１）
小山地区社会福祉協議会及び小山地区民生委員児童委員協議会の事務支援
地域福祉活動に対する理解と熱意があり、普通運転免許を有し、10月22日
（水）から勤務が可能な人
火曜日〜金曜日 午前９時〜午後４時（休憩１時間含む、時間外勤務有）
時給960円
小山公民館
市社協各事務所で配布する募集案内に同封の申込書を10月3日
（金）までに
①南区事務所②地域福祉係まで持参してください。
①南区事務所
042-765-7065
②地域福祉係
042-756-5034

市社協では、ボランティア活動やご寄付等により地域福祉に貢献されました皆
様の表彰と感謝の集い、お楽しみコンサートを開催します。
11月1日
（土）午後1時30分〜 3時45分
第一部
第二部

あじさい会館 ホール（入場無料）

表彰と感謝のつどい
お楽しみコンサート

午後 1 時 30 分〜
午後 2 時 50 分〜

「男声合唱団 ドン・キホーテ」
緑区津久井地区を中心に活動する男声合唱団です。
素敵な合唱の披露の他、会場の皆さんと一緒に歌う
など楽しいひと時を演出いただきます。

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
①10 月 23 日（木）午後 1 時 30 分〜 3 時 30 分
②11 月 18 日（火）午後 1 時 30 分〜 3 時 30 分
①緑区合同庁舎
緑ボランティアセンター
042-775-1761
②南保健福祉センター
南ボランティアセンター
042-765-7085
ボランティア活動の基礎知識と実際の活動紹介等。
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」の説明を行います。

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お問い合わせください。
10月23日
（木）
・11月27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

みんなで進めよう！地域を支える人材づくり
区
緑 区
中央区

日 時
9 月 27 日
（土）午後２時〜
9 月 28 日
（日）午前 10 時〜

南

9 月 28 日
（日）午後 2 時〜

場 所
緑区合同庁舎２階 高齢者交流室
あじさい会館５階 ボランティア活動室
南区地域福祉交流ラウンジ
区
（ボーノ相模大野２階）

１．第 3 期地域福祉計画、第 8 次地域福祉活動計画の説明
２．
『地域で活躍する人材づくり』の事例紹介
３．質疑応答
不要。直接会場へお越しください。
企画財政係
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

バリアフリーフェスタ
かながわ2014

※内容は 3 会場ともに
同じです。

自治会活動の
ひとコマ

総合防災訓練

市自治会連合会

042-753-3419

年に一度の感謝祭！
全品10％OFF
9月29日
（月）
〜10月11日
（土）
あじさい会館1階 バオバブ
施設に入所、
通所している障害のある
方が心をこめて作ったお菓子や雑貨等
を販売します。
期間中、
全品10%OFF!
ハンドメイドショップ バオバブ
042-757-6772

ポップコーン祭り
10月18日
（土）
午前10時〜午後3時
麻溝台自治会館
（南区麻溝台6-23-3）
ジャズバンド、
模擬店、
バザー他
地域活動支援センターポップコーン
（担当：髙山）
042-766-5850

FESTA みなみ風
10月19日
（日）
午前11時〜午後４時
南障害者地域活動支援センター
（南区南台4-12-54市営南団地4号棟1階）
近隣の障害者の就労支援事業所や高校の
吹奏楽部など地域の皆様にも協力頂きな
がら普及啓発も兼ねたイベントです。
利用
者の方々が中心のパフォーマンス、
出店の
他、
当事者による講演会などを行います。
南障害者地域活動支援センターみなみ風
（担当：藤飯(ふじい)）
042-701-3932

11月８日（土）午前11時30分〜午後4時30分
アリオ橋本
（グランドガーデン、
フロントガーデン）
高 齢 者 疑 似 体 験 や 展 示を通して 楽しく
バリアフリーについて学べるフェスタです。
神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議
神奈川県地域福祉課
045-210-4804

傾聴を学ぶ講座
11月８日（土）午後１時15分〜３時（受付１時〜）
智泉会はあとぴあ市民交流センター
（中央区清新7-4-1）
傾聴ボランティア活動ができる方、
関心のある市民
傾聴を学ぶⅢ
（認知症の特性と傾聴）
500円
傾聴ボランティアの会相模原
（担当：瀧川）
090-8080-4063
keichouvol@gmail.com

つくよう祭2014
「もりあがろう
みんなが主役 つくよう祭」
11月14日(金）午前9時45分〜11時45分
15日(土）午前9時45分〜午後２時15分
津久井養護学校
（緑区若柳44）
※一般駐車場なし
津久井養護学校の児童・生徒による学
園祭です！14日は鑑賞会、
生徒作業学
習製品の販売、
15日は学習発表、
施設・
作業所製品の販売、
PTAによるバザー
津久井養護学校
（担当：山﨑）
042-684-4875

赤い羽根共同募金運動がはじまります
（10月1日〜 12月31日）

募金を活用して、児童養
護施設の子どもたちが、
パソコンを使えるように
なりました

共同募金は、福祉施設の整備や市民の福祉活動を応援するために
行われる募金で、災害ボランティアセンターの運営などにも役立て
られます。地域の自治会や学校・企業を通じて、募集をお願い
しています。またボランティア団体などによる街頭募金も行なわれ
ます。あたたかいご協力をお願いいたします。

募金のつかいみちはコチラ→

はねっと

