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　「社会福祉協議会（社協）」は、市民の皆様とともに、福祉のまち
づくりを進める社会福祉法に位置づ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 042－730－3888　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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※費用が掲載されていない場合は、無料です。日時 場所 内容 対象 申込み 問合せ TEL費用 共催 後援 主催定員 メール 共 後

soumu@sagamiharashishakyo.or.jp 
042-730-3888　　042-759-4382
ご応募の際は、セリフ・氏名・住所・電話番号・年代をお知らせください。

　秋竜山先生のマンガの吹き出しに
入る素敵なセリフを募集します。
　ご応募は、相模原市社会福祉協議会
　 　 　 　 　 総務課　企画財政係宛に
　 　 　 　 　 FAXかメールで！

中央区淵野辺にお住いの漫画家秋竜山先生の描く福祉マンガ『みんないいひと』の登場人物は、みんな素直でおせっかい。人情にもあつい〝いいひと〞たちです。
みんなが安心して暮らせる「ぬくもりのあるまち」づくりに向け、〝みんないいひと〞の輪を市域全体に広げていけたらと願い、福祉マンガを掲載いたしました。

　「保育所のお迎えが間に
合わない時に代わりにお願い
したい」、「リフレッシュした
い」など、生後0か月からの
お子さんを対象に地域の方
が見守りや預かり、送迎等
を行います（有償）。利用し
たい、お手伝いしたい人を
対 象に入 会 説 明 会を行 い
ます。
※生後０～３か月未満は、保護者

がそばにいることが条件です。

午前10時00分～
午後 1時30分～
午前10時00分～
午前10時00分～
午後 1時30分～
午前10時00分～

12月11日㈯
12月16日㈭
12月23日㈭

令和４年１月11日㈫
令和４年１月18日㈫
令和４年１月22日㈯

あじさい会館
緑区合同庁舎
南区合同庁舎
緑区合同庁舎
あじさい会館
南区合同庁舎

日時（所要時間は、1時間半程度） 会　場

相模原市ファミリー・サポート・センター
　042-730-3885
　famisapo@sagamiharashishakyo.or.jp （定員あり）

子育て支援の“ファミリー・サポート・センター”入会説明会

●会場の都合によりご家族で代表者１名のみの参加をお願いする場合があります。
●定員は、会場により異なります。参加申し込みの際にお問い合わせください。
●感染症予防の関係で、内容に変更がある場合があります。

要申込み

①令和４年１月18日㈫　午後１時30分～３時　②令和４年１月20日㈭　午後１時30分～３時
③令和４年１月25日㈫　午後２時～３時30分
①あじさい会館６階　ボランティア活動室　②南保健福祉センター１階　情報交換ルーム
③緑区合同庁舎２階　ボランティア活動室
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
③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心得等を学び、実際の活動を紹介します。
終了後、65歳以上の参加者には、所定のボランティア活動に対してポイントを
付与する「ふれあいハートポイント事業」の説明を行います。

地域デビュー応援します！ボランティアセミナー

抽選で20名様に
「にこまる」

エコバッグやグッズを
プレゼント！

あなたの言葉で“福祉マンガ”を完成させよう！
ご応募は12月17日㈮まで！

　小学校の授業の中で「福祉って何のことだろう？」ということになった。その時、生徒の一人が

「『みんないいひと』のマンガを見ればわかるよ！」と言ったという。35年ぐらい前のことです。
　まだ、ボランティア活動や福祉という言葉が一般的ではありませんでしたが、〝みんないいひと〞と
いう言葉にめずらしく新鮮な響きがあり、ある学校では、福祉マンガ『みんないいひと』の冊子

を教科書の副読本として授業中に読みあったといいます。＜みんないいひとが集まれば、みんないいことが生まれる。＞

そして、マンガに出てくる人物は、〝みんないいひと〞ばかりです。
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自治会に加入しよう！
自治会加入世帯証（シール）はご存知ですか？
自治会から加入世帯へ配布しています。自治会に加入したら、
玄関ドアや郵便受けなどに貼りましょう。
相模原市自治会連合会 検索

相模原市自治会連合会　　042-753-3419

相模原市自治会連合会からのお知らせ

訪問介護スタッフ募集！

掃除・洗濯・買い物・食事作り、通院の介助、
話し相手・見守り、産前産後のお手伝い、
お庭の草取りなど。移動サービススタッフ、
ケアマネスタッフも同時に募集！                   
週１日～ OK、１日１時間からOK
無資格・未経験OK。年齢制限なし（働く意欲あれば可）
NPO法人ワーカーズ・コレクティブはっぴー
緑区二本松1-10-22
042-771-8061（担当：田辺）

住所

オーナメントやリース、クッキー等
可愛いクリスマスグッズ揃えています。
どれも市内障がい者事業所の手作り
製品です。心よりお待ちしております。
12月25日㈯まで
午前10時～午後５時 ※日曜日はお休み
あじさい会館１階
バオバブ　 　042-757-6772

バオバブ「クリスマスフェア」
開催中

家計自立相談

毎月１回　第４金曜日（令和４年３月まで）
いずれも午後１時30分～４時20分
ユニコムプラザさがみはら
またはオンライン（Zooｍによる相談）
相模原市民を対象に、市民の立場に立って
家計相談、ライフプラン相談などを行います。
１回につき３組（要申込/先着順）　 　無料
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合
045-315-0121（担当：寺内）

①弁護士による財産・相続・人間関係の困りごとなどの相談
令和４年１月25日㈫・２月22日㈫　午後１時20分～４時
高齢者・障がいのある方とその家族（1人40分間）

②成年後見制度に関する専門相談
12月 2日㈭ ・令和４年１月 6日㈭　午後２時～３時　行政書士
12月 9日㈭ ・令和４年１月13日㈭　午後２時～３時　司法書士
12月16日㈭ ・令和４年１月20日㈭　午後２時～３時　税理士
12月23日㈭ ・令和４年１月27日㈭　午後２時～３時　社会福祉士　　
親族後見人や福祉施設等の職員として成年後見制度に関わる方、制度の利用を
考えている方（1人30分間）

③南区開催　各専門職による成年後見制度に関する市民無料相談会
弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士・税理士の各士業が成年後見制度に
ついての相談に応じます。（事前申込制・先着順・１組40分間）
12月18日㈯　午後１時30分～３時の間
親族後見人や福祉施設等の職員として成年後見制度に関わる方、制度の利用を
考えている方（1人30分間）

①②はあじさい会館、③は南区合同庁舎
①②③いずれも電話による事前申込み　　042-756-5034

（①について１月25日開催分は12月１日、２月22日開催分は１月４日より受付）
さがみはら成年後見・あんしんセンター（あじさい会館２階）

専門職による無料相談会を開催します！

福祉職場で働く方のメンタルヘルス相談

12月28日㈫～令和４年１月３日㈪
令和４年1月11日㈫、２月６日㈰
12月28日㈫～令和４年１月３日㈪
令和４年2月5日㈯、2月6日㈰
12月28日㈫～令和４年1月3日㈪

あじさい会館

あじさい会館南分室

あじさい会館緑分室

あじさい会館
休館日

認知症家族会
「ひとりで悩みを抱えないでほっとタイム」

①12月11日㈯、令和４年１月 7日㈮、２月12日㈯
②12月 6日㈪、令和４年１月11日㈫、２月 8日㈫
③12月10日㈮、令和４年１月 8日㈯、２月 7日㈪
①～③いずれも、午前10時～正午
①緑区合同庁舎  ２階　高齢者交流室
②相模原市民会館  ４階　第４小会議室
③南保健福祉センター  ２階　情報交換ルーム
認知症のご家族の介護にお悩みの方等、
誰でも参加できます。話すだけでも、何か
対策がみつかるかもしれません！ 
認知症家族会　友知草の会（担当：富樫）
　090-7812-5257

聴いて 歌って 楽しもう！ミュージカルの世界
～「かぷりっちょミュージカルコンサート」～

12月４日㈯
午後１時開場　午後１時30分開演
相模原市民会館
元劇団四季出身俳優さんたちによる
ミュージカルコンサート
622名（先着順）
前売り：大人　1,500円
　　　　子ども1,000円（３歳以上小学生以下）
当　日：大人　2,000円
　　　　子ども1,500円（３歳以上小学生以下）
社会福祉法人清水地域福祉奉仕会
042-762-1015（担当：谷川・松澤）

視覚障がい者の理解と
誘導入門講座

①12月19日㈰　②令和４年１月23日㈰
①②いずれも、午後1時30分～ 4時30分
①緑区合同庁舎　２階　情報交換ルーム
②南保健福祉センター　２階　情報交換ルーム
視覚障がいのある方への接し方と外出時
の基本的な誘導方法について学びます。
①②各10名（申込順）　　200円（保険代等）
相模原誘導グループ　ささの会（担当：肥田）
　090-8103-2126（問い合わせ可）
　 ywfjj734＠yahoo.co.jp

「拡大写本ボランティア説明会」
参加者募集

①令和４年１月13日㈭　②令和４年１月27日㈭
③令和４年２月 ３ 日㈭
①～③いずれも、午前10時～ 11時30分
①相模原市民会館　２階　講習室
②ミウィ橋本　７階　セミナールーム1
③ユニコムプラザさがみはら　ミーティングルーム４
弱視の児童・生徒さんのために、文字を大き
くした教科書づくりのボランティア説明会
各回10名　　　無料
相模原市拡大写本赤十字奉仕団
042-786-6181

　職場での悩み、新型コロナウイルス感染症によるストレスなど幅広く相談
できます。お気軽にお申込みください。
 ● ご利用できる方：相模原市内の福祉事業所で働く方
 ● 相談料：無料　 ● 相談時間：1回当たり45分程度
 ● 相談方法：対面相談・電話相談・オンライン相談
　ご相談は、臨床心理士等のカウンセラーが対応します。

総務課　企画財政係　　042-730-3888　　soumu@sagamiharashishakyo.or.jp

　長引く新型コロナウイルス感染症の影響などにより、困りごとを抱えている女性を対象に、無料相談会を開催します。
また、生理用品の購入が困難となっている女性を対象に、生理用品の無償配布を行います。

　女性の相談員や弁護士などがお話をお聞きします。どこに相談したらいいか
分からない、不安な気持ちがあるなど、あなたの声をお聞かせください。

女性のつながりサポート事業 女性のためのなんでも相談＆生理用品の無償配布を行います！

～相談会開催日程～

さがみはら女性のためのなんでも相談会（予約不要/相談無料）
● 配布対象者：市内在住、在勤、在学の女性
● 配 布 期 間：令和４年２月28日㈪まで（無くなり次第終了）
● 配 布 時 間：月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く。）の
　　　　　　　　午前９時～午後５時まで
● 配 布 窓 口：相模原市社会福祉協議会事務局

相談会の日程、生理用品の配布窓口等本事業の詳細は、こちらをご確認ください。 

相談会以外でも随時ご相談をお受けしています。

生理用品の無償配布

相模原市社会福祉協議会　南区事務所　　042-765-7065

12月3日㈮
正午～午後４時
津久井まちづくりセンター
３階会議室

12月18日㈯
午後１時～５時
JR淵野辺駅前、
大野北公民館

12月27日㈪
午後４時～８時
小田急相模大野駅前
ペデストリアンデッキ、
ユニコムプラザさがみはら

緑　区 中央区 南　区


