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クリックインタビュー全文はホームページで ※11月版は11月１日に掲載されます。

　昭和10年生まれ　出身地
尼崎市より緑区久保沢に転
入して73年になります。
　エンジニアとしてのお仕
事を引退後、城山地区ボラ
ンティア連絡会の代表を務
め、訪問ボランティア「赤
秋（せきしゅう）の会」、「福
祉コミュニティ形成事業：
ふれあいカフエ」や城山地
区福祉のつどいなど、様々
な活動をされています。

相模原やまびこ会

　相模原市自閉症児・者親の会
「相模原やまびこ会」は、自閉
症の方々の福祉向上を目的に、
30余年にわたり活動を続けて
います。様々な活動に取り組む
中で力を入れているのが、障が
い者の方々が作られた絵画や手
工芸品などを披露する作品展で
す。市民への障がい理解にも大
事な役割を果たしている作品展

の意義などを中心に、会の取組を会長の清水美代子さん、
前会長の鈴木秀美さんに語っていただきました。
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勝部幸三さん
（緑区久保沢）

かつ べ ぞうこう

市社会福祉協議会の非常勤職員募集
①大野中地区社会福祉協議会及び大野中地区民生委員児童委員協議会の事務支援
②南区地域福祉交流ラウンジの運営補助員
①原則、月曜日～金曜日　午前9時～午後5時（休憩１時間）
②日曜日～土曜日の午前9時～午後10時までの時間帯で1日4時間程度の
　シフト勤務
①月額240,000円　②時給930円（予定）
市社協各事務所、あじさい会館ボランティアセンターで配布する所定の
申込書等必要書類を①10月10日㈪〔当日消印有効〕、②10月17日㈪
〔当日消印有効〕までに郵送 　　  042-765-7065

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

　市社協では、ボランティア活動やご寄付により地域福祉に貢献された皆様の表彰
と感謝の集い、お楽しみコンサートを開催します。
　11月５日㈯ 午後１時30分～４時　　あじさい会館 ホール（入場無料）
　第一部　表彰と感謝のつどい　午後１時30分～　
　第二部　お楽しみコンサート　午後２時45分～（予定）

第47回相模原市社会福祉大会 みんないいひとの日

「相模原市民混声合唱団」
20代～ 80代のメンバーから
なる合唱団です。懐かしい日
本の歌からポップスまでいろ
いろな歌を合唱の響きと共に
お楽しみいただきます。

「さがみハート展 プレ企画展」
10月31日㈪～ 11月７日㈪にあ
じさい会館ロビーにて精神に障
がいのある方の書いた詩を題材
に市内の画家が絵を描き、詩と
絵画を一緒に展示します。

　障がい福祉の事業所「相模クラーク学園」（中央区大野台）は、今年度、
赤い羽根共同募金の配分金を活用して、配食事業に使うお弁当の容器を400

個購入することができました。
障がい者の方々が調理から盛り
付け、配達、容器の回収まで行っていますが、これまで
は容器の数が少なかったため、作れるお弁当の数に
限りがありました。所長の大図孝太さんは「容器が
購入できたことで、地域の方々へ幅広く配食できるよう
になり、感謝しています。お弁当をお届けした際の
“おいしい”や“ありがとう”のひとことが利用者さん
の自立や笑顔につながっています。さらに多くの方に
召し上がっていただきたいです」と話されます。

　「これからもいろいろなボランティア活動を行って地域の役に立ちたいです！」
と意気込みを話すのは「光が丘若者世代サポート隊」として活動する緑が丘中学校
３年生、野際謙さん。野際さんは８月下旬に開催された「光が丘ふるさとまつり」
の小学生を対象とした「キッズ・ゲームコーナー」のスタッフとして隊の活動を始
めました。

　若者世代サポート隊は、若い世代に身近な地域活動の担い手と
して参加してもらおうと、平成22年より始まった取組。昨年は中
学生から大学生まで16事業に延べ239人が参加しました。防災訓
練、公民館まつりをはじめ、取組は様々。障がいのある人と一緒
に街並の点検をし、関係機関等と連携してバリアフリーを進める
「ふれあい交流会」（写
真右）では、３人の中
学生が参加し、道路や
標識の破損を発見する

等、地域の一員として自分たちの街の改
善に取り組みました。
　子どもたちの地域活動への参加は地域
全体の元気や活性化につながっていま
す。未来を支える若者の活動として、こ
れからも「光が丘若者世代サポート隊」
の活躍が期待されます。

相模原市社協 検索

未来の地域を支える若者のチカラ
光が丘若者世代サポート隊

まごころがこもった
手作りのお弁当です♪

10月７日㈮ 午前10時～正午まで 淵野辺駅での街頭募金にご協力いただく予定です。

市内の各地で、地域の方々のご協力により街頭募金が実施されます。皆様の「思いやり」でつながる
支えあいの輪、「赤い羽根共同募金」にご協力をお願いします。

赤い羽根から生まれた ありがとう

あなたの募金が福祉のまちづくりに！
赤い羽根共同募金運動

「一生懸命作っています！」とお弁当を前に笑顔の
近藤亜津沙さん（写真左）と今井寿子さん（写真右）

　 総務係　　 042-730-3888

　 企画財政課　　 042-730-3888

アメリカンフットボールチーム
ノジマ相模原ライズも応援！

　10月１日から「赤い羽根共同募金」が始まります。「赤い羽根共同募金」は、明るく住み
よい地域社会をつくるために、地域の一人ひとりが協力しあい、助け合う取組です。皆様
からいただいた募金は地域の福祉団体や市内の社会福祉施設等へ配分されます。　　
　また、大規模災害時の災害ボランティア活動への支援や火災や水害等の被害に遭われた
市民の方へのお見舞金として活用されます。

アートロウレル選手 デヴィンガードナー選手

細野燿平選手

10月 1日㈯から14日㈮まで、南区地域福祉交流ラウンジ（ボーノ相模大野 2階）にて昭和 22年から始まった共同募金の歴代ポスターを展示します。ポスター展開催！

活動記録のハンド
ブックを手に意気込
みを話す野際さん

９月10日の「ふれあい交流会」の一コマ
歩道の倒れているポールを地域の方と一緒に発見
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年に一度の感謝祭！！（全品10％OFF）

10月1日㈯～ 10月8日㈯ 午前10時～午後５時
あじさい会館1階 ハンドメイドショッ
プバオバブ
市内障がい者施設に通所されている
方々が作ったお菓子や雑貨等を期間中
10％OFFで販売します。
10月１日は午後１時30分～３時30分まで
おしゃれなクラフトペーパーが作れる
ワークショップも開催。
ハンドメイドショップバオバブ
042-757-6772

講　演　会
10月22日㈯ 午前10時～正午
相模原市民会館3階 第1大会議室
ろう学校の教育実践、言語としての手
話についての講演
講師：戸田康之さん（NHK手話ニュースキャスターで活躍中）
100人　　不要。直接会場へ。
NPO法人相模原市難聴者協会・土の会
042-762-7530（担当：小山）
・　 042-769-5987（担当：佐藤）
yukiko99@tbz.t-com.ne.jp

10月19日㈬　午後１時30分～　　H29年 １月18日㈬　午後１時30分～
11月15日㈫　午前９時30分～　　　　　 ２月13日㈪　午前９時30分～
12月15日㈭　午前９時30分～　　　　　 ３月15日㈬　午前９時30分～

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

避難所開設訓練

自治会に加入しよう !自治会に加入しよう !

FESTAみなみ風
10月23日㈰　午前11時～午後4時
南区南台4-12-54  市営南台団地４号棟１階
観客参加可能な阿波踊り、バルーンアート
パフォーマンス、大道芸、鼓笛隊、高校生
吹奏楽部による演奏、福祉事業所による製
品販売、出店、マジック、紙芝居など
市立南障害者地域活動支援センター
042-701-3932

ふれあいのつどい
12月4日㈰開場：午後1時　開演：午後1時30分
相模原市民会館ホール
「ズーラシアンブラス」による０歳児から
のクラシック音楽
800人
前売り：大人2,000円　小人1,200円
当　日：大人2,500円　小人1,500円
電話にて　11月11日㈮まで
ひよこ保育園（担当：熊田）
042-762-1015

介護・福祉のしごと就職相談会
10月27日㈭　午後１時30分～４時
市立産業会館１階　多目的ホール
介護・障がいの仕事に関心のある方を
対象に、市内の事業所の担当者と仕事
内容について相談ができます。
市高齢政策課　　042-769-8354

第42回 市民チャリティダンスフェスティバル

11月３日㈷　午前11時～午後５時
市立総合体育館（麻溝台）
ダンススポーツによる健康イベント。ダ
ンスを楽しんでいただくための多彩な内
容を用意しています。参加費（入場券）
を社会福祉のために寄付します。
600人（先着順）　　前売券：500円、当日：1,000円
電話にて　　 相模原市ダンススポーツ連盟（担当：宇佐見）
090-8088-1210

ふれあいサービス協力会員入会説明会　参加者募集

12月８日㈭  午後１時30分～３時　　市立あじさい会館 ６階展示室
心と身体をほぐし、リフレッシュ効果も高く、腰痛予防にも効果がある、「セラ
ピー・ヨガ」です。いすに座りながら身体への無理のない体験をして、心と身体
をすっきりしてみませんか。
講 師：㈱ボディ・マインド・バランス　　20人（申込順）　　500円
あじさい会館管理事務室　　042-759-3963

中央区：あじさい会館２階・在宅福祉係　　　　 　042-756-5098
南　区：南保健福祉センター１階・南区事務所　　042-765-7065
緑　区：緑区合同庁舎２階・緑区事務所　　　　　042-775-8601
事前にお電話でお申し込みください。

あじさい会館ワンコイン講座～セラピー・ヨガ～
年末に心と身体をすっきり大掃除！！

※各区事務所で毎月実施

子どもの栄養と食事・子どもの世話・おきやすい
事故とその対応・子どもの身体の発育と病気

ファミリーサポートセンター援助会員募集！

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

災害ボランティアコーディネーター養成講座〈 全２回 〉

日にち・時間 会　　場
10月27日㈭
午前10時～午後３時30分
10月31日㈪
午前９時30分～午後４時

子どもの遊び・子どもの心の発達とその問題・
保育の心・障がい児の特徴と接し方・登録手続き

１
日
目
２
日
目

内　　容

パソコン点訳ボランティア入門講座
11月7日、14日、21日、28日㈪  午前10時～午後３時
相模原市教育会館他
点字の基礎を学びパソコンでの点字文
書の作成、印刷方法の実習。受講後は
点訳ボランティアとして活動できます。
点訳ボランティアに関心があり、パソコ
ンでメールの送受信ができる方
5人　　NPO法人パラボラジャパン（担当：清水）
042-755-9010

毎月第４木曜日（10月27日・11月24日）　一人40分間
①午後１時20分～２時　②２時～２時40分　③２時40分～３時20分　④３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　

弁護士による人権や財産に関する無料相談会
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。
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月２回高齢者施設の
「手芸教室」で活躍中！

あじさい会館休館日（10月） 10月17日㈪

　高齢、障がい、病気などにより日常生活にお困りの方に対し、有料でお掃除や洗濯、
草取りなどの家事援助や通院、散歩のつきそいなどを担っていただくふれあい
サービス協力会員を募集。（活動に対する謝礼は、１時間800円）

　保育園・幼稚園・児童クラブ等の開始前後の預かりや送迎、保護者の病気・リフ
レッシュ時の預かりなど、子育てを助け合う会員制の組織です。援助会員（子育て
のお手伝いをしたい人）講習会を開催します。

　ボランティアセンターでは、登録していただいた方に、高齢者・障がい者施設等
での日課活動のお手伝いや、囲碁・将棋の相手等趣味を活かした活動、外出介助、お
話し相手、障がい者のスポーツ支援といった活動をご紹介しています。

①10月６日㈭ 午前10時30分～　　市民会館
②      12日㈬ 午後１時30分～　　サン・エールさがみはら
③      13日㈭ 午後１時30分～　　南区合同庁舎
④      18日㈫ 午後１時30分～　　市民会館
⑤      22日㈯ 午前10時～　　 　　南区合同庁舎
いずれも１時間程度で説明会・講習会とも保育あり（定員５人）

①10月19日㈬ 午後１時30分～４時　　②11月22日㈫ 午後２時～４時
①緑区合同庁舎
②有料老人ホーム ドーミー相模原（中央区相模原4-7-10）
①緑ボランティアセンター　　　042-775-1761
②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事例の紹介。
①では車いす体験、 ②では活動者のお話を伺います。
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」の説明をします。

◎援助会員講習会

◎入会説明会

南区
合同庁舎
３階講堂

※講習会受講前に入会説明をいずれか1日受けていただきます。（下記以外の日は要相談。）

　保育士、幼稚園・小学校教諭、看護師などの有資格者は随時登録可
　講習会一部免除あり
　相模原市ファミリーサポートセンター　　042-730-3885

　大規模災害発生時には、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。同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
技術を学びます。
11月26日㈯、27日㈰ 午前９時30分～午後５時　　あじさい会館
市内在住の人、20人（申込順）　　500円
11月20日㈰までに電話、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へ
042-786-6181　　042-786-6182　　svc@sagamiharashisyakyo.or.jp


