
新型コロナウイルス感染症の影響が残る厳しい状況の中、多くの団体が
活動を継続できるよう温かいご支援をお待ちしています。
▶令和３年度助成実績：助成団体51団体、助成金額10,299,000円
　（子ども食堂や無料学習支援、フードバンク活動の支援）

　市社協では、皆様からのご寄付等を財源
にした３つの「助成事業」を通じて、市民
福祉活動団体が取り組む様々な活動を
サポートしています。
　「地域を良くしたい！」と奮闘し、活動を
続ける団体の皆様からの素敵なエピソード
をご紹介します。

2022年４月号

242号

　「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/にこまるの部屋 検索ブログ「にこまるの部屋」でも情報発信中！

相模原市社会福祉協議会　広 報

にこまるにこまる

※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

ともに実現を目指す　君の笑顔が見たい！

＜口座番号＞横浜銀行　相模原駅前支店　（普）6125454　　　
＜口座名義＞相模原市社協寄付口（さがみはらししゃきょうきふぐち）
〇領収書、報告書を希望される方、その他寄付に関してのお問合せ：
　総務係　　042-730-3888　　soumu@sagamiharashishakyo.or.jp

相模原市社協　正規職員募集中（６月３日まで）　
詳細は、ホームページで 相模原市社協 検索 クリック

「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」

　

助成事業名 対　象 助成金額№ 助成金の使途（例）

1

2

3

市民福祉活動応援事業

子ども健やか育成事業

生活困窮者支援団体
応援事業

賃借料、消耗品費、
広報費など　
備品購入費、修繕費、
消耗品費、広報費など
賃借料、備品購入費、
広報費、配送費など　

令和４年度助成交付団体を募集！
　今年度は４月15日㈮～５月16日㈪の期間で募集します。
ご自身の活動を通じて「地域の福祉課題を解決したい」とお考え
の方、ぜひご相談ください。

助成金の募集や市民福祉活動等に関するお問合せは、中央ボランティアセンター（　042-786-6181）へ

今年度の
募集の詳細は、
ホームページで

市民対象の研修開催費等 15万円以内／グループ・団体の設立準備 5万円以内
（ただし、事業に要する経費の３分の２が助成上限額になります。）

障がい児者や高齢者、子ども、難病患者等
の福祉課題に取り組む団体等
子ども食堂や無料学習支援等を通じて、
子どもたちを支援する団体等
就労準備支援やフードバンク等、生活困窮
者の社会参加や自立を支援する団体等

事業立ち上げ経費 10万円以内／事業継続経費 40万円以内
（ただし、開催の期間や頻度等により助成上限額を決定します。）

就労準備支援の場づくり 30万円以内／フードバンク等の運営 30万円以内
（ただし、開催の期間や頻度等により助成上限額を決定します。）

市民福祉活動団体を応援！
皆様からのご寄付をお願いします

みんなの
“想い”が
地域で循環！！
市民の皆様や企業・法人からのご寄付が
市民福祉活動を支え、人と人とのつながり
の輪を広げています！

　「新成人を応援する会」では、市内で成人を
迎えた障がいのある方を祝福する“もう一つの
成人式”を開催しています。
　「子どもたちの成長した姿を、保護者やお世話
になった方々と一緒にお祝いしたいと始めま
した。成人を迎えた誰もが、自分が大人に
なったことを自覚し、一人ひとりできることは
違っても、社会や家庭で自立を目指していくこ
とは大切なこと。『新成人を祝う会』は、成人を
迎えた一つの区切りとして意味のある取組と
考えています。この活動を通じて、多くの方々
の支えがあり、たくさんの笑顔とありがとうの
言葉に出会えました」と代表の藤井さんから
コメントをいただきました。

　「NPO法人サテラ」は、ご寄付のあった食料品を、
「困りごと」を抱える世帯にお届けする「フード
バンク」活動に取り組んでいます。
　取材の日、ケガのため仕事ができず幼い子ども
たちと暮らす外国籍のご家族に食料品をお届け
していました。「国が違っても、人間同士、支え
あう根っこの気持ちは同じ。お腹いっぱい食べ
てから、一つずつ考えていけばいいんです」と
代表の庄田さん。車１台分の食料品は、ご家族
の宗教的な食文化に配慮しながら、丁寧に
選んだもの。受け取られたお父さんは、「ケガが
治ったら、私たちが皆さんを手伝いたい」とにっ
こり。
　お互いができることを持ち寄ることで、それ
ぞれの想いがつながり、サポートの輪を広げて
います。

（新成人を応援する会）
記憶に残る成人式に！

　光が丘公民館で開催している子どもの居場所「サマー
ちゃれんじ村」。毎年夏休みに地域の小学生が集い、
体を動かすゲームや工作、調理等のさまざまな体験を
５日間にわたり行います。
　村長の加賀谷さんは、「一番印象に残っているのは、
今までずっと参加してくれていた子が中学生になり、
自分の意思でこの活動を手伝い始めてくれたことで
すね。参加する小学生たちと一緒に遊んだり、“勉強を
教えてあげる”と声をかけている様子をみて『たくまし
くなったなぁ』と、孫の成長を見るような気持ちになり
ました。活動を通して私たちも日々、素敵な宝物を
いただいています」と嬉しそうに話していました。

（サマーちゃれんじ村）素敵な宝物

（NPO法人サテラ）
つながりづくり

生活困窮者支援団体
応援事業市民福祉活動応援事

業

子ども健やか育成事
業
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弁護士による財産・相続・人間関係の困りごと・成年後見制度利用などの相談会
５月24日㈫・６月28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）

あじさい会館　　電話による事前申込み
　042-756-5034　６月28日開催分は５月２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！

５月６日㈮、７月４日㈪、
８月７日㈰、８月12日㈮
６月５日㈰
４月15日～８月末までの間の
休館日はありません

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

（４月～８月）

バオバブ
「限定お菓子フェア」開催

４月25日㈪まで
毎日午前10時～午後５時
※日曜日はお休みの場合あり
　（要問合せ）
あじさい会館１階
市内障がい者事業所の手作りお菓子を
販売。キャラメル味やチーズ、バジル
風味、桜の花びらクッキーなど、この
期間だけの特別なお菓子を多数ご用意
してお待ちしております。
042-757-6772

ひとりで悩みを抱えないで
「ほっとタイム」

①５月14日㈯、７月12日㈫
　※６月はお休みです
②５月13日㈮、６月６日㈪、７月６日㈬
③５月19日㈭、６月４日㈯、７月７日㈭
①～③いずれも、午前10時30分～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

自治会に加入しよう！
自治会員専用割引（JichiPass）はご存知ですか？
人間ドックやさがみ湖リゾートプレジャーフォレストなど
自治会員限定のお得な割引特典をご用意しております。ぜひご利用ください。

（※自治会員専用割引（JichiPass）は毎年４月頃に自治会から配布されます。）

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

①５月 9日㈪　午後１時30分～３時　②５月19日㈭　午後１時30分～３時
③５月31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２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

南区地域福祉交流ラウンジ
「福祉なんでも相談」をご利用ください

　親の介護のこと、引きこもりがちな子どもの
こと、ボランティアのことなど、福祉に関する
ことなら何でもご相談いただけます。

　毎週木曜日午後１時～４時、予約不要です。
（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休止
する場合がありますのでご了承ください）
南区地域福祉交流ラウンジ　　042-701-3388

★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。

　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。

福祉職場で働く方のメンタルヘルス相談福祉職場で働く方のメンタルヘルス相談

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

テーマ「みんないいひと」 写真募集！
　市社協をより身近に感じていただけるよう、ホームページに掲載する素敵な
写真を募集します。

「みんないいひと」をテーマに、楽しくなる！心温まる！ほっこりする！ような
写真をお待ちしています。
写真データをホームページの応募フォーム又はメールに添付し、
①タイトル ②写真の説明 ③氏名・年齢・住所・
連絡先を記入して送付してください。
soumu@sagamiharashishakyo.or.jp
総務課　企画財政係　　042-730-3888　ファミリー・サポート・センターは「子育てをお手伝いしてほしい人」と

「子育てをお手伝いしたい人」が会員となって、地域の中で安心して子育て
ができるように支援する有償の制度です。保育所・幼稚園・児童クラブ・
習い事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、子育てをお手伝いしてほしい「利用会員」と子育てをお手伝い
する「援助会員」を対象とした『入会説明会』、援助会員として活動したい方
を対象とした『援助会員講習会』を開催します。
※入会説明会、援助会員講習会は要予約
※感染症予防の関係で、内容に変更がある場合がございます。

子育て支援の“ファミリー・サポート・センター”
『入会説明会』 『援助会員講習会』 開催

6月 6日㈪
6月17日㈮
6月27日㈪

1日目
2日目
3日目

午前 9 時 30 分～午後 3 時
午前 9 時 30 分～午後 3 時 30 分
午前 9 時 30 分～午後 4 時

日　程　　　　　　　　　　時　間

午前10時～
午後 1時30分～
午前10時～
午前10時～

４月22日㈮
５月 9日㈪
５月14日㈯
５月24日㈫

南区合同庁舎　３階講堂
緑区合同庁舎　４階集団指導室
南区合同庁舎　３階講堂
あじさい会館　６階展示室

日　程　　　　　　　　　　 会　場時　間
○入会説明会（約1時間半程度）

○援助会員講習会（3日間）　
　会場：緑区合同庁舎　４階集団指導室　※保育定員あり

・事前に事業を知りたい方は、入会説明会にご参加ください。
ファミリー・サポート・センター　　042-730-3885


