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　「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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電子メール　 info@sagamiharashishakyo.or.jp
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クリックインタビュー全文はホームページで ※７月版は７月１日に掲載されます。

　「楽しみながら防災意識を高
め、普段からのコミュニケーショ
ンの大切さを実感してほしい。そ
んな思いで防災トランプを開発し
ました」と神奈川わかものシンク
タンクの福本さんと岡さん。
　地域の様々な場面に出向いて
普及活動も行っています。その
取り組みが認められ、今年3月、
消防庁が実施する第20回「防災

まちづくり大賞」消防庁長官賞を受賞。詳細は「神奈川
わかものシンクタンク」のホームページをご覧ください。

双葉交通㈱
の皆さん

（南区南台）

　タクシー会社を始めて、今年
で47年目になる双葉交通株式
会社。交通遺児への寄付活動を
30年以上続けています。
　「常に安全運転を心がけてい
ますが、事故を起こせばご迷惑
をかけることもあります。自分
たちが何かできないかと考えた
時に、交通事故で遺児になった

方達を、少しでも応援したいと、社員全員で寄付活
動を続けています」と取締役の大畠朋子さんと近藤
典子さんは話されています。
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月
6
月
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月

市内在住・在学・在勤の15歳以上（中学生は含まない）
80人（応募者多数の場合は抽選となります。）
1,500円（基礎講座実費）＋コース別教材費
往復はがきの往の欄に郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、電話番号（でき
れば携帯番号も）、希望するコース別講座を第２希望まで記入。復の欄に
ご自分の住所氏名を記入。（６月20日㈪必着）
〒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宛
NPO法人 相模原ボランティア協会（月～土　午前10時～午後３時）
042-759-7982

日時 場所 内容 対象 申込み 問合せ TEL費用定員 ※費用が掲載されていない場合は無料です。メール

「夏休みに新しいことを始めたい」、「ボランティアに興味があるけど
きっかけがない」、そんなあなたにボランティアセンターは中学生から
大学生の夏休みボランティアを応援します。高齢者のデイサービス
センターや保育園など、様々な活動先を紹介しています。

①６月28日㈫ 午後１時～３時30分
②７月13日㈬ 午後１時30分～３時30分
①南保健福祉センター　　 南ボランティアセンター　　 042-765-7085
②緑区合同庁舎　　　　　 緑ボランティアセンター　　 042-775-1761
ボランティア活動の基礎知識や車いす体験、実際の活動事例の紹介等を行います。
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。

緑ボランティアセンター（緑　区）　 042-775-1761　　
中央ボランティアセンター（中央区）　 042-786-6181　　
南ボランティアセンター（南　区）　 042-765-7085

基礎から専門まで学びたい、趣味を生かしたい方は！

基礎知識を学びたい方は！

基礎講座（全コース共通）会場はあじさい会館
日時・場所

①７月  9日㈯
　午後１時30分～４時30分

②７月16日㈯
　午後１時30分～４時30分
　
③７月23日㈯
　午後１時30分～４時30分

内　　　容
「障がいって何？」
　講師：桜美林大学専任講師　谷内 孝行さん
「車いす体験と介助」
「人と人のかかわり」
　講師：川崎幸クリニック　稲富 正治さん 
「視覚障がい者との接し方」
「介護保険制度の変化と地域での支え合い」
　講師：田園調布学園大学名誉教授　小野 敏明さん
「各コースの活動を知る」

コース別講座（各コースは教材費など実費が必要）基礎講座修了者で希望者
コース名 概要（　）内は教材費 日　　程
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外出援助
（５回）

音声訳
（９回）

拡大写本
（11回）

点　訳
（10回）

福祉車両の
運転・介助（５回）

趣味を生かす活動
（５回）

（囲碁・将棋・麻雀）

高齢者支援
（5回）

外出時の介助、誘導、施設見学、
障がい者スポーツ体験（300円）
※65歳まで
活字情報を読む音声訳・録音の実際
（500円）
※65歳まで・メール程度のパソコン操作が出来る人

弱視の児童等のための大きい文字の
教科書づくり（1,000円）

点訳の基礎（1,000円）

車いすのまま乗り降りできる車の運
転と介助（無料）

囲碁・将棋・麻雀を趣味に持つ方。
高齢者施設等で囲碁・将棋・麻雀の
相手をするための講座（無料）
講義・施設見学・実習等

介護の実際や傾聴についての理解と
実習（500円）

９月13日～ 10月11日　火曜日
午後１時30分～４時
※10月11日のみ午前10時から正午
９月13日～ 11月15日　火曜日
（10月11日のぞく）
午前10時～正午
９月１日～ 12月１日　木曜日
（９月22日，10月６日，11月３日のぞく）
午前10時30分～正午
９月１日～ 12月１日　木曜日
（９月15，22日，11月３，17日のぞく）
午後１時30分～３時30分

９月10日～ 10月８日　土曜日
午前10時～正午

８月16、23日、９月27日　火曜日
午後１時30分～３時30分
※８月下旬～９月26日の中で施設実習
あり（２日間）

９月５、12、26日、10月17日
月曜日　午前10時～正午
10月３日（月）午前９時～午後４時
※高齢者施設での実習

※年齢制限は安全面もしくは技術面を考慮した目安です。詳細はご相談ください。

申込みの詳細はホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
※申込みの受付は７月４日㈪からとなります。

成長や夢に繋がるボランティア
　「ボランティア活動が夢を叶えるための一歩につながってい
ます！」と話すのは相模女子大学ボランティアグル―プ「ミント」
のメンバー。障がい児との交流活動は、保育士になることが将来
の夢であるメンバーにとっては貴重な経験になっています。その
他にも「ミント」では、高齢者施設での話し相手や、外国籍の
子どもに勉強を教えるなど様々な活動に取り組んでいます。代表
の髙部舞さんは「新しい経験や仲間との活動、そして自分の
成長が実感できることが魅力です」と笑顔で語ってくれました。

東電さわやか
デイサービス

相模大野での活動

十人十色の出会いがここに！
　「誰かの笑顔が生まれることが嬉しい。どんな活動も始めは
緊張するけれど、やってみないとわからない！」と語ってく
れるのは、桜美林大学２年生の鹿住竜暉（かずみりゅうき）
さん。大学の授業がきっかけで障がい福祉施設でのボラン
ティアを始めました。障がいのある方との交流を通して
「一人ひとり個性にあった接し方が大切だと気づきました」と
爽やかに語ってくれました。

楽しいボール遊び

神奈川わかものシンクタンク
福本　塁さん
岡　歩美さん
（中央区相模原）

ふく もと るい

おか あゆみ
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自治会に関する問合せ　市自治会連合会　　 042-753-3419

自治会活動のひとコマ

自治会は地域福祉の原動力

交通安全啓発活動

子育ておしゃべり会
ネバーランド

①6月28日㈫・8月23日㈫
②9月29日㈭
午前10時～午後3時
好きな時間にご参加ください
①6月28日㈫・8月23日㈫ 
緑区橋本2-10-24エステート205
②9月29日㈭ あじさい会館3階和室
子育ての悩みを一人で抱えていませ
んか？主に小学生以上の子どもを育
てている方が安心して悩みを話せる
場です。同じ経験をした方や相談員
も参加しています。
200円
不要。直接会場へ。
子育ておしゃべり会 ネバーランド
080-6749-0373
ho-mon.753mw@ezweb.ne.jp

６月18日㈯、19日㈰ 午前９時30分～午後５時
緑区合同庁舎
市内在住の方、20人（申込順）
500円（資料代）
大規模災害時には、支援活動を行うために「災
害ボランティアセンター」が設置されます。この
講座では災害ボランティアセンターでの活動とボ
ランティアのコーディネートに必要な知識や技
術について学びます。
６月17日㈮までに電話かファクス、Eメールに住所、氏名（ふりがな）、電話
番号、「養成講座」と書いて中央ボランティアセンター（　 042-786-6181
　 042-786-6182、　 svc@sagamiharashishakyo.or.jp）へ

災害ボランティア
コーディネーター養成講座

全2回

毎月第4木曜日（6月23日・7月28日）　一人40分間
①午後１時20分～２時　　 　②午後２時～２時40分
③午後２時40分～３時20分　④午後３時20分～４時
あじさい会館２階　市社協福祉推進課　相談室
高齢者・障がい者とその家族
事前に電話申し込み（開催日の前月１日より受付開始）
あんしんセンター係　　 042-756-5034

保健・福祉・医療・教育や社会貢献を行っている
企業の皆様の広告を掲載いたします。ぜひご応募ください。

【参考】 ホームページへの訪問（セッション）数
約77,000件（平成27年度実績）

弁護士による人権や財産に関する無料相談会

市社協ホームページ　バナー広告募集

財産・相続・人間関係で困っていることはありませんか。
専門の弁護士に個別相談できます。

企画財政係　　 042-730-3888 みんないいひと 検索

広告掲載料　40,000円／年（税込）
※本会法人賛助会員会費（10,000円～）を含みます。

自治会に加入しよう !自治会に加入しよう !

前回の講座参加者の声
災害ボランティアセンター設置を
想定した演習を通じて、
相手のニーズを聞き出すことの
大切さを実感しました

（単位：千円）

交流の家
「ぶらっと上溝」オープン！
中央区上溝6-2-16
（上溝高校近く 田接骨院跡地）
上溝地区社協は５月22日㈰に「ぶ
らっと上溝」をオープンしました！
地域の子どもからお年寄りまでが、
出会い、人の輪が広がる場となるよ
うに、茶話会や地域の人の趣味を生
かしたイベントを開催予定。お気軽
にお立ち寄りください。
上溝地区社会福祉協議会 
042-762-0079 

子育て講座
「子どもの理解者を増やすために」

①7月3日㈰　②7月31日㈰
いずれも午後2時～ 4時　
杜のホールはしもと セミナールーム２
①保護者と支援者との連携とサポー
トブックの作り方
②サポートブック作りとその完成に
向けてのワーク
講師：神山 努さん（国立特別支援

教育総合研究所 情報・支援部）
保護者(参加者のみ入室可)
①と②両方参加20人、①のみ10人（先着順）
①②各1,000円
メールにて
NPO発達障害の会神奈川オアシス
090-8506-0714（午後７時～８時まで）
oasisu_semi@yahoo.co.jp

やまびこ工房地域交流バザー

6月5日㈰ 午前10時～午後2時
やまびこ工房（中央区田名7236-3）
バザー品、事業所自主製品の販売、
模擬店、演奏会等
やまびこ工房（担当：大塚）
042-760-1033

相模原地区障害児・者
作品写真展

8月3日㈬ 午前10時～ 8月5日㈮ 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
障害を持った方の自立と社会参加の促進を図るため、
市内の福祉施設や学校、在宅の方等が、日常の活動
や学習の中で行われる文化活動や作品を紹介します。
相模福祉村 虹の家
042-777-0111

　市社協は「みんなで支えあい 地域の力が育む 人にやさしいまち さがみはら」を
基本理念に、地域福祉を推進していきます。
　今年度は介護保険制度改正に伴い、要支援１・２の高齢者の生活を支えるための
住民主体のサービス充実を支援する「生活支援コーディネーター」を新たに配置し
ます。

平成28年度 市社協 事業計画・予算
重点的な
取り組み

①地域で顔の見える関係、支えあう関係づくり
②地域で困りごとを相談、解決できる仕組みづくり
③高齢者、障がい者等の権利擁護　④生活困窮者の支援　⑤福祉の土壌づくり

　「賛助会員」は、地域福祉を推進する
本会活動の趣旨に賛同し、会費を納め会員
となっていただくものです。会費は、地区
社協の活動やボランティアセンターの運営、
広報紙の発行などに活用させていただき
ます。どうぞご協力をお願いいたします。
一般賛助会費　　　200円（一口）
特別賛助会費　　1,000円（一口）

※特別賛助会員の募集をしていない地区も
あります。
法人賛助会費　 10,000円（一口）

共同募金運動　総額 59,315,280円
　赤い羽根募金 42,009,488円
　年末たすけあい募金 17,305,792円
　（神奈川県共同募金会相模原市支会）
賛助会員　総額 34,752,735円
　一般賛助会員会費 28,943,135円
　特別賛助会員会費 5,809,600円
法人賛助会員会費 1,820,000円
 (115法人)

共同募金運動・市社協賛助会員会費
平成27年度 募集結果

～ご協力ありがとうございました～

市社協『賛助会員』募集

事業別予算
社会福祉事業
公益事業
収益事業
合　計

平成28年度予算
1,912,001
179,316
19,924

2,111,241

平成27年度予算
1,928,780
169,388
20,512

2,118,680

比　較
▲16,779
9,928
▲588
▲7,439
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