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みんなの力結集！ 地域福祉のサポー
ターに！

賛助会員の募集にご協力を！！
　相模原市社会福祉協議会は、「地域住民の参加と支えあいによる福祉のまちづくり」をめざして、地域の皆様からご協力
いただく賛助会費などを財源として、地域福祉活動を推進しています。
　皆様からの賛助会費は、高齢者や子育て世代の仲間作りの場であるサロン活動、地域の見守り活動、ボランティアセンター
の運営、広報紙や福祉マンガの発行など、様々な事業に充てています。また、賛助会費は各地区の社会福祉協議会が
進める地域福祉活動に役立てています。
　皆様にはご理解とご協力をいただき、ご加入
いただきますようお願いいたします。

　星が丘地区社協
では、親子で参加
し、楽しく交流する
「子育てサロン」を
支援しています。子
育てを楽しみなが
ら互いに支えあう
仲間づくりを進め
ています。

　大野北地区社協で

は、一人暮らしの高齢者

等で利用登録した方を

見守り、支えあう活動を

行っています。
　お互いが知り合い、声

をかけ合い、いざという

時に助け合える関係を

作っています。

　ボランティアセ
ンターでは、障害
者や高齢者の方
が地域で安心して
暮らせるように、
外出支援や話し
相手などのボラン
ティア派遣を行っ
ています。

　星が丘地区社協
では、親子で参加
し 楽

笑顔がいいね『星が丘子育てサロン』 　大野北地区社協で

は、一人暮らしの高齢者

等で利用登録した方を

笑顔広がる見守り活動『大野北思い愛
ネットワーク』

ボランティアセ
ンターでは、障害
者や高齢者の方

きますようお願いいたします。

安心して暮らせるために『外出支援ボラ
ンティア活動』

に充てています。また、賛助会費は各地区の社会福祉協議会が

一般賛助会費　1口　      200 円      特別賛助会費　1口　1,000 円
法人賛助会費　1口　 20,000 円 問合せ　総務グループ

平成21年度 市社協賛助会員募集中
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一般賛助会費　1口　    200 円 特別賛助会費 1口 1 000 円
法人賛助会費　1口

平成21年度 市社協賛助会員募集中
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な福祉

活動等の
紹介を

しています
。

口　     200 円     特別賛助会費　1口　1,000 円
口　 20,000 円 問合せ　総務グループ
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通

伝えます『広報
紙、福祉マン

ガ』

福祉マンガ
No.4

「市社会福祉協議会」は、
皆さんの参加と支えあいで
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
民間の福祉団体です。

本紙は、奇数月20日発行です。
第169号　2009年（平成21年）7月20日

発行　　 相模原市社会福祉協議会
　　　〒229－0036 相模原市富士見6丁目1番20号
 　　　　　　　　　　　  市立あじさい会館内
　 042（756）5034　FAX 042（759）4382

社会福祉
法　　人 

Eメール　info@sagamiharashishakyo.or.jp
ホームページ　http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/



シリーズ 自治会のシリーズ 自治会の
支えあい活動支えあい活動

シリーズ 自治会の
支えあい活動

今月のおすすめ本

日　　時▶8月27日(木)・9月24日(木)
　　　　　午後1時20分～4時（一人の相談時間は40分間です）
場　　所▶あじさい会館 6階 権利擁護相談室
対　　象▶高齢者・障害者とその家族
予約受付時間▶月～金曜日　午前8時30分～午後5時
　　　　　　　（事前に電話予約をしてください）

（弁護士による権利擁護相談）

申込み・問合せ
相模原あんしんセンター　
電話 042-756-5034

佐藤　榮一
阪本　清作
矢沢　守
匿名2件
園部　智恵子
匿名1件
河本　德一

相模原市民まつり実行委員会
あじさい会館前愛の一円玉の塔
さがみビルメンテナンス協同組合
県北管工事協同組合
相模原市山形県人会
ミュージックプラザ音楽院
ビバーチェ共和店
あじさい陶友会
懐メロ友の会
相模原西ロータリークラブ
㈲ボナペティ
相模野カントリー倶楽部
青い鳥
福前健康体操
全労災相模原地区共済会
匿名１件
セレモニーホール永田屋
ドリーミング
㈱梅田モータース　ユーメディア相模原
（社団）神奈川県トラック協会相模地区支部

柏崎　吉行
匿名１件
奥山　淳子

相模大野中央自治会
藤太屋
ヤマザキショップ大島屋酒店
コロムビア星有子音楽事務所
南翔一郎音楽事務所

●社会福祉のために

●高齢者福祉のために
●障害福祉のために
●少年院図書代のために
〔企業・団体〕
●社会福祉のために

●高齢者福祉のために
●交通遺児のために

〔個　人〕
●日用品

●福祉用具
〔企業・団体〕
●車椅子
●日用品
●食料品
●チケット

小　山
大野中
大　沢

大野中

大野北

中　央
　〃　
　〃
　〃
光が丘
橋　本
大野北
大野中
田　名
相模台
東　林
城山町
津久井町
相模湖町
市　外

橋　本
田　名
大野中
市　外

清　新

大野南

大野南
上　溝
大野北
橋　本
市　外

～たくさんのご寄付をありがとうございます～
一人ひとりが福祉活動

平成２１年4月1日から5月30日までにご寄付を寄せられた方は、次のとおりです。
〔個　人〕 地区名名前・名称

（敬称略・順不同）

法律相談
相談は個別、無料です。秘密は守ります！

法律相談

問合せ▶保健と福祉のライブラリー（図書室）
　　　　電話 042-769-8275　ウェルネスさがみはら1階

　市社会福祉協議会には、市民の皆様から多くの寄付が寄せられ、福祉の向上に
役立たせていただいています。
　「地域住民の参加と支えあいによる福祉のまちづくり」を実現するため、ひとり
でも多くの方のご協力をお待ちしております。

寄 

付 

金

寄 

付 

物 

品

日　時 ： 8月18日（火）・19日（水）・20日（木）
            午後2時～5時 (計3時間×3日＝9時間）
場　所 ： 城山保健福祉センター 
対　象 ： 視覚に障害のある方
定　員 ： ５名（申込順）     費　用 ： 無料
申込み ： 総合学習センター 電話042-756-3443　

　市社会福祉協議会の新役員が就任しましたので紹介します。
　新たな体制の下、地区社協、自治会、民生委員児童委員をは
じめとする地域団体の皆様や、福祉施設、福祉事業者の方々に
協力をいただきながら、地域福祉の推進に取り組んでまいり
ます。

役　　職

会　　長

副　会　長

常務理事

理　　事

監　　事

氏　　名

吉本　一夫

細谷　　昇

相川　真慶

戸塚　英明

田所　洋子

岩崎　　泉

赤間　芳子

内田　紀子

大石　征夫

内田　昭和

今井　俊昭

長田　輝明

小野寺康雄

川野佐一郎

石井　元二

河本　一子

鈴木　敏彦

東林地区社会福祉協議会

大野中地区自治会連合会

相武台地区民生委員児童委員協議会

市社会福祉協議会

市青少年相談員協議会

はあとぴあ

たんぽぽの家

星が丘二葉園

市退職校長会

城山町地区社会福祉協議会

津久井町地区社会福祉協議会

相模湖町地区社会福祉協議会

藤野町地区社会福祉協議会

市健康福祉局福祉部

橋本地区社会福祉協議会

大野北地区民生委員児童委員協議会

和泉短期大学

【任期：平成21年5月29日～平成23年5月28日】

所　　　　　属

「アレルギーっ子の入園･入学安心マニュアル
-給食、体育、あそびから緊急時の対応まで-」
佐守友仁/著者（社団法人農山漁村文化協会）

　アレルギーのあるお子さん
が、安心・安全な集団生活を送る
ため、入園・入学に際して何をお
願いし、どんな対応を求めたらい
いのかがわかる親・先生必携の
書。園や学校に提出する「食物ア
レルギーに関するお願い」や「緊
急時のお願い」などの文書例や、
役に立つウェブサイト集などの
付録つき。

視覚に障害がある方のための
パソコン体験講習会

　音声ソフトによるパソコン操作の基礎を学びます。具体的には、
インターネットを利用することにより、様々な情報を得たり、発信
したりして、生活を豊かにできることを体験していただきます。
　マンツーマンサポートできめ細かなサポートを行います。

より住みよい街づくりに向けて
自治会と地区社協がガッチリ連携！
光が丘地区の「福祉協力員制度」

Vol.2 ～自治会の支えあい活動紹介～

　光が丘地区では、28自治会全てが、地域福祉活動を推
進する目的で「福祉協力員」を毎年1名推薦しています。福
祉協力員になられた人は6月の福祉研修を経て、地区社協
主催の様々な事業に分担して参加します。
　地区社協では、ふれあい交流会、募金活動、基金事業と
しての福祉バザー、さくらまつり、公民館まつりなど福祉協
力員の方に協力をお願いしています。
　秋に行われる「ふれあい交流会」には、障害のある方をはじめ、市の道路関係課、警察署、
福祉団体の職員や、中学生、高校生といった青少年の皆さんと一緒に福祉協力員も参加し
て街並み点検、安全・安心な街づくりの交流会を行っています。

  福祉協力員が得た情報を自治会活動に役立てる
　「一見平らにみえる歩道も、場所によっては傾斜していて、車いす等を使う人には危ない
所もあることを知りました。」と福祉協力員の高橋さん。自分達の住む街を違った目線から
見つめる機会となっています。
　街並みを点検する中では、住宅の敷地からはみ出した植木が、交通標識等を
覆って見にくい場所が発見されると、地区の福祉協力員や自治会を通じて、その
お宅に剪定の依頼を働きかけます。「自治会が地区社協の活動に協力するだけ
でなく、福祉協力員が得た情報や知識を持ち帰り、その後の自治会活動に役立
てられればと思います。」と地区自治会連合会の平林会長は話されていました。
自治会と地区社協がガッチリ連携して住みよいまちづくりが推進されています。

　市社協の事業やサービス等に関する市民の皆様からの苦情や要望等を受付け、解決や
改善を図るための体制整備を行っています。
　平成20年度には、市民の皆様から「サービスの対象を拡充して欲しい。」「職員の接遇
態度を改善して欲しい。」など合計31件のご要望をいただき、改善を進めています。
　お気づきのことがあれば、ご相談ください。
●平成20年度の主な事業の苦情・要望等相談件数
・ひとり暮らし高齢者等給食サービス関連… 8件　・企画・広報事業関連…………4件
・保健と福祉のライブラリー事業関連……… 4件　・ふれあいサービス事業関連…3件
・その他…………………………………………12件

　苦情・要望に対する知識や中立性を持った「苦情解決第三者委員」を設置し、苦情・
要望等への対応に関する助言等をいただいています。

皆様の声をお聞かせください～市社協の苦情相談・解決体制～

苦情解決第三者委員 ・鈴木　敏彦　　・木下　芳久　　・玉田　　稔
問合せ　総務グループ 電話 042-730-3888

社会福祉協議会 第21期 新役員の紹介
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銀行
市役所

相模原市社会福祉協議会

　「第六次地域福祉活動計画」の基本理念「地域住民の参加と支え
あいによる福祉のまちづくり」を実現するために、様々な団体と協働
し、地域の特性を活かした支えあい活動を通して、地域福祉の推進を
図りました。決算の状況

収入 2,062,924千円 支出 1,964,173千円  
会　費

46,556（2.3%）
会員からの会費、
市民・法人からの
賛助会費など

853,394（41.3%）
市・県社協からの
事業を行うための
補助金、受託金

福祉教育・福祉学習の充実

778（0.1%）
小・中・高校生対象に
各種講座の開催などの
学習支援

寄付金

17,745（0.9%）
市民・法人からの
寄付金

補助金・受託金 事業収入

152,726（7.4%）
各種サービスの
利用料、自販機
手数料など

その他
（繰越金、雑収入）

957,846（46.4%）
借入金収入、預金利子、
繰越金など

利用者支援の充実

452,447（23.0%）
福祉サービス利用援助事業や
有償の家事援助サービス、
子育て支援事業の実施など

事業を推進するための
運営基盤の充実

1,349,875（68.7%）
民間社会福祉施設への建設資金等の貸付、
あじさい会館管理運営、市社協運営費など

共同募金
配　分　金

34,657（1.7%）

※単位は全て千円、（　）内は構成比

赤い羽根共同募金・
年末たすけあい
募金の配分金

福祉相談の充実

8,133（0.4%）
地域包括支援
センターへの
支援など

福祉情報の充実

28,671（1.5%）
広報紙の発行（全市版・
地域版ともに年6回）や
啓発事業の実施など

社協
みん
ない
いひ
と

会　計　名

一　般　会　計

　　　公　益　事　業

　　　収　益　事　業

合　　　計

収　　入　

１，８０８，７４６

２２３，４４３

３０，７３５

２，０６２，９２４

支　　出　

１，７３５，７０９

２０３，８４２

２４，６２２

１，９６４，１７３

平成２０年度一般会計・特別会計の収支決算の概要

特
別
会
計

社会参加の場の充実地域の住民
福祉活動の充実

117,357（6.0%）
地区社協への活動支援
（IT環境の整備他）、
ボランティア育成など

6,912（0.3%）
障害者団体への
助成など

　合計　　２，３３１，７９７ 　合計　　２，３３１，７９７

資産合計　（2,331,797） 負債合計　　（1,221,042）

・現金　・預貯金　・未収金

・基本財産　・固定資産　・基金　等

減価償却費の累計額　 54,983

・未払金　・預り金　・買掛金　等
【52.4％】

純資産合計　（1,110,755）
・基本金　・基金　・積立金
・次期繰越活動収支差額 等【47.6％】

資
産
の
部

負
債
の
部

貸 借 対 照 表
（単位：千円） （単位：千円）

○○チームファイト！

平成２０年度



エンジョイ 里親になりませんか虹の家「虹まつり」開催 べてるの家の当事者
研究開催 費用

無料

無料

費用
無料

相模原・町田
べてるの集い

支 援 級 交 流 会 開 催

第31回 相模湖・ダム建設
殉職者合同追悼会

音間コンサートのお知らせ

縁JOY・柴胡苑 夏祭り
 「ズバリ☆Enjoy!!」

あ じ さ い 会 館

夏休みふれあい講座ご案内夏休みふれあい講座ご案内夏休みふれあい講座ご案内夏休みふれあい講座ご案内夏休みふれあい講座ご案内

①会　場  あじさい会館
②参加費  ５００円 （大人のみ）
              講座により別途、材料費が
              必要なコースあり　
③申込み  直接電話で、あじさい会館
              ☎０４２-７５９-３９６３へ（定員を超えた場合抽選）

あじさい会館休館日 ８月２日（日）、９月２６日（土）

No. 講　座　名 日　　時 対 象 定 員 講　　　師 講 　　座　　 内　　 容

1

2

3

4

5

6

7

親子等

親子等

親子等

親子等

親子等

一　般

一　般

１６組

１６組

20組

20組

20組

20名

25名

おと かん

日　時▶7月25日（土）
            午後4時～7時45分
場　所▶虹の家（下溝4410）周辺広場
内　容▶各種模擬店、ゲームコーナー、
            フリーマーケット、抽選会、
            打ち上げ花火など
問合せ▶虹の家
            ☎042-777-0111
            担当:篠崎

日　時▶8月1日（土）
　　　　午後4時～7時30分
場　所▶特別養護老人ホーム
            縁JOY・柴胡苑（田名7691-1）
            敷地内駐車場
内　容▶子どもから高齢者まで皆が
            笑顔になれるイベント・模擬店・
            多数用意しています。
問合せ▶縁JOY
            ☎042-761-1110

日　時▶9月13日（日）
　　　　午後1時30分～4時30分
場　所▶産業会館
内　容▶統合失調症など精神障害を抱
            えながら地域で暮らす当事者
            活動のセルフ・エンパワメント
            プログラムを学びます。
問合せ▶みどり会
            ☎090-4418-0373
            担当：久保

日　時▶①7月23日（木）
            ②8月1日（土）
            ③9月12日（土）
             午後2時～4時30分
場　所▶①あじさい会館
            ②③相模原児童相談所
内　容▶親の病気、離婚、虐待などによ
            り家庭養育が困難なお子さん
　　　　を迎え入れ養育する里親制度
　　　　の説明会。
問合せ▶相模原児童相談所
            ☎042-750-0002

日　時▶ 8月 6日（木）
            9月11日（金）
            10月16日（金）
            午後1時～4時
場　所▶南保健福祉センター
内　容▶向谷地宣明氏を講師に、べて
            るの家が実践してきた「当事
            者研究」を行い当事者の生
            きづらさを共に研究する。
費　用▶500円（当事者無料）
問合せ▶ボランティアセンター
            ☎042-786-6181

日　時▶9月7日（月)
　　　　午前10時～正午
場　所▶南保健福祉センター
内　容▶支援教育や福祉に関する情報
            交換及びお母さん同士のコ
            ミュニティーサロンです。
問合せ▶わたげ
            ☎080-3151-6620            
            担当：郡（こおり）

日　時▶9月12日（土）
　　　　午後2時開演（１時30分開場）
場　所▶あじさい会館
公　演▶ソプラノとピアノ
　　　　～山田耕作のとき 第一章～
入場料▶65歳以上の方は無料（150人・全席自由）
　　　　当日会場受付にて「招待券」を
　　　　配布。一般 1,000円
問合せ▶☎042-754-1363

日　時▶7月26日（日）
　　　　午後1時30分～3時30分
場　所▶相模湖交流センター
内　容▶1部 追悼式
　　　　　　各界の追悼の辞
　　　　　　詩の朗読、韓国舞踊
　　　　　　北相中学校生徒合唱
　　　　　　雨宮知子 独唱
　　　　2部 湖上追悼
問合せ▶相模湖・ダム追悼会事務局　
　　　　☎042-684-3514
            担当：太田

訓練介助を行うボラン
ティア

訓練介助を行うボラン
ティア

訓練介助を行うボラン
ティア

　ボランティアセンターでは、「ボランティアをしてみたい！」、
「自分にあった活動を見つけたい！」などボランティアに
関心のある方のボランティア登録制度『いるかバンク』を
運営しています。
　夏の訪れとともに、「何か新しいことを始めたい」、「新しい仲間と出会いたい」方は
是非ボランティア活動に参加してみませんか？

☆登録された方には、毎月「ボランティア活動の情報」をはがきやＥメールでお届けします。また、興味や
関心のある活動を紹介します。

☆登録できる方は、中学校を卒業された方で市内で活動出来る方     ☆登録費用はかかりません。

ボランティアセンターにご相談ください。　問合せ  ☎042-786-6181

いるかバンク
この夏！！ボランティアを始めてみませんか？

１０月１８日（日）に開催する
「ほかほかふれあいフェスタ２００９」
で発表します。

当日お手伝いしてくださるボランティアも募集しています！

対象者▶・作詞部門  障害のある方
　　　　・作曲部門  応募された詩に曲を
　　　　　　　　　   つけていただける方
締切り▶８月３１日（月）
問合せ・申込み▶相模原ボランティア協会　
電話・ＦＡＸ▶０４２-７５９-７９８２

ほかほかふれあいフェスタ２００９
作詞・作曲者

ボランティア登録制度

　「夏休みふれあい講座」は、赤ちゃんとのコミュ
ニケーション、デジカメ、浴衣の着付けなど、夏休み
に親子でふれあいながら楽しく学べる講座です。

楽しい子育て
ベビーサイン

日本ベビーサイン認定
堀江愛子氏

上手にお話できない赤ちゃんと
コミュニケーション。（0歳～1歳3ヶ月）

７月25日（土）
午後1時30分～3時30分

楽しい子育て
ベビーサイン

日本ベビーサイン認定
堀江愛子氏

上手にお話できない赤ちゃんと
コミュニケーション。（0歳～1歳3ヶ月）

７月26日（日）
午前10時～正午

親子DE
デジカメ

オットーデジカメ教室
オットー塚田氏 夏旅の想い出を素敵に！７月26日（日）

午後1時30分～3時30分
親子で気軽に
浴衣の着付け

渡辺着物学院講師
小山晴子氏 自分で浴衣を着て、さあ夏祭り！8月1日（土）

午前10時～正午
親子で創る
スイーツデコ

アトリエALONGE
陣内美香氏

粘土で創る流行のスイーツ
夏休みの宿題にも！

8月1日（土）
午後1時30分～3時30分

家庭でできる
アロママッサージ

メディカルハーブ協会
坪井幸子氏

夏バテ対策と冬に向けた
インフルエンザの対策に。

8月8日（土）
午後1時30分～3時30分

編み編み
布ぞうり

古布研究家
小石正子氏 

TV雑誌で評判講師の直接指導。
一足、仕上げます。

8月9日（日）
午前10時～3時
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