
いろいろな種類の杖やシルバーカーを展示します。 

問合せ　福祉機器展示室　電話 042-769-8274

10月18日（日）～19日（月） 
午前10時～午後4時　 

場　所　ウェルネスさがみはら2階 福祉機器展示室 

「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。 
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  高齢者や障害のある方などの交流・仲間づくりの場である「ふれあい・いきいきサロン」活動や、困りごと

を解決するボランティア活動などで大勢の方々が活躍されています。第40回相模原市社会福祉大会「市民

みんないいひとの日」第2部パネルディスカッションでは、こうした活動を実践されている方々のお話を伺い、

身近な地域での支えあいによるまちづくりをさらに活発にするための取り組みについて考えます。 

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/

杖・シルバーカー特集 

平成21年11月1日（日） 
● 午後1時30分～4時30分 
● あじさい会館ホール 

「市民みんないいひとの日」 
第40

回 相模原市社会福祉大会

表彰と感謝のつどい 
 パネルディスカッション 
 「今からできる！支えあいでまちづくり」 

　市内200か所ほどのサロン活
動の様子をあじさい会館ロビー
にパネルで展示します。 

たくさんの笑顔が 
お待ちしています！ 

第1部 

第2部 

平成20年度の第39回相模原市社会福祉大会より 

サロン 
活動写真 
パネル展 

サロン 
活動写真 
パネル展 

日　　時　10月31日（土）～12月6日（日）（水曜日休館） 
開館時間　午前10時～午後7時（入場は6時30分まで） 
会　　場　相模原市民ギャラリー（ＪＲ横浜線相模原駅 駅ビルNOW4階） 
入 場 料　一般300円、65歳以上150円 
　　　　　（中学生以下・障害者・一人親家庭の方は無料） 
問 合 せ　相模原市民ギャラリー　電話 042-776-1262

　福祉マンガ「みんないいひと」でお馴染みの漫画家秋竜山氏の「まんが祭り」を
開催します。その独特なナンセンスな世界を立体的に表現し、アニメーションなど
で紹介します。 

相模原市民ギャラリー秋の特別展  

無限の創造力 

中山　正和氏 

 高橋　信子氏 
　川崎　幸江氏

  相川　真慶氏 

コーディネーター　 堀越由紀子氏（田園調布学園大学教授、市社協総合企画委員会副委員長） 
パ ネ リ ス ト　 中山　正和氏（東林男性ボランティアの会代表） 
 高橋　信子氏（いきいきサロン橋本代表） 
 川崎　幸江氏（発達障害児家族の会「おかんの会」発起人） 
 相川　真慶氏（民生委員・児童委員、市社協ボランティアセンター運営委員会委員長） 
 市社協職員 

10月26日（月）～11月1日（日） 



●社会福祉のために 

 

 

 

 

 

 

 
 

●障害福祉のために 
●交通遺児のために 
●少年院図書代のために 

〔企業・団体〕 
●社会福祉のために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

●交通遺児のために 

 

〔個　人〕 
●日用品 
●福祉用具 

〔企業・団体〕 
●車椅子 
●福祉用具 
●日用品 
 

 

●鮎 
●チケット 

小　山 

星が丘 

橋　本 

大野中 

　〃 

大野南 

大　沢 

相模台 

 

 

橋　本 

大野北 

 

横　山 

中　央 

　〃 

　〃 

光が丘 

橋　本 

大野北 

　〃 

　〃 

大野中 

田　名 

　〃 

東　林 

城山町 

津久井町 

　〃 

清　新 

 

 

 

 

 

小　山 

中　央 

相模台 

中　央 

津久井町 

市　外 

大野北 

～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6月1日から7月31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） 

　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 

 

佐藤　榮一 

　住　広子 

持田　　勉 

森　　茂樹 

森　　郁代 

門脇　彩子 

矢沢　　守 

飯田　利宇 

匿名　6件 

匿名　1件 

持田美恵子 

河本　　一 

 

相模原市民吹奏楽団 

愛の募金箱（市社協総務課） 

ＪＡ相模原市組合員ゴルフ大会 

神奈川土建一般労働組合相模原支部 

家庭倫理の会相模原市 

コンパル橋本店 

フルヤ会 

シュルンベルジェ（株） 

ビバーチェ共和店 

ギャルリーベルジェ（画家5名） 

相風さつき会 

三菱重工相模原ダイナボアーズ 

イトーヨーカドー労働組合相模原支部 

相模野カントリー倶楽部 

むぐら会（茶道） 

ＪＡ津久井郡 

相模原けやきの会 

 

 

匿名　2件 

匿名　１件 

 

相模原沖縄県人会 

㈱エムエスエー 

源悟山顕正寺 

㈱カテックス 

青い鳥 

ダイワ精工㈱ 

シュルンベルジェ（株） 

　「物忘れ」のメカニズムから、認知症の予防法、
脳を活性化させる生活術まで、老化のスピード
が遅い人になれる、簡単でとっておきの秘訣を、
図解入りで分かりやすく解説。 

今月のおすすめ本 
『いくつになっても「元気な脳」でいる方法 
  若さ、記憶力、創造力を保つ、ちょっとした生活習慣』 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  大友英一/著者（ＰＨＰ研究所） 

日　　時�10月22日(木)・11月26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（祝日を除く）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） 
法律相談  

相談は個別、無料です。秘密は守ります！ 

法律相談 

場　所　あじさい会館、ウェルネスさがみはら広場 
時　間　午前10時～午後4時 

　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。 

　●問合せ・申込み　ボランティアセンター　電話 042-786-6181

◆ボランティア体験コーナー　◆バザー 
◆模擬店　◆障害のある方の演奏とコーラス 
◆布おもちゃで遊ぼう　◆障害のある方の作詞の発表　ほか 

　豊町自治会は、小田急線相模大野駅から徒歩20分ほどのところにある860世帯
ほどのこじんまりとした自治会です。「住民の入れ替わりはあまりありませんが、
それでも近所付き合いはだんだん希薄になっています。高齢者も増えてきて、特に
『一人暮らしになるとヘルパーに頼むほどではないけれど自分でするのは難しい。』
といったちょっとした困りごとが増えています。それをご近所同士で支える仕組みが
作れないかと自治会役員から提案のあったことがきっかけでした。」と助け合いの会
を立ち上げた自治会長の中島千尋さん。 

  ～美化活動のために集積場を30か所設置～ 

　ちょっとした困りごととして取り組んできたのは、蛍光灯の交換や草むしり、庭木
の剪定などですが、一番力を入れてきたのは街の美化活動です。ごみ集積場のカラス
対策や清潔を保つため、会でごみ収集の「かご」を作成。町内を小さなブロックに分
けて、集積場も30か所程設けました。また、道幅も狭いため、「かご」は折り畳み
できるものにするなどの工夫もしました。 
　「自治会には福祉や防犯などいろいろな部会組織がありますが、この助け合いの会
を活用して部会を越えた横のつながりが大切です。今後は、気軽に様々な相談にも乗
れるような体制を作ったり、会社を退職して地域に戻ってきた方たちの活動の受け皿
等、幅広い取り組みができればと考えています。」と中島さん。豊町自治会は支えあ
いの活動を通して、近隣同士の交流と住みやすい街づくりに取り組んでいます。 

Vol.3 

ちょっとした困りごとを 
隣近所で支えあう 
● 豊町自治会の「助け合いの会」 

シリーズ 自治会の 
支えあい活動 

シリーズ 自治会の 
支えあい活動 

～障害のある人もない人も皆で楽しむ市民のまつり～ 

ふれあいサービス協力会員募集！ 
基礎研修会 

　ふれあいサービスは、高齢や病気で買い物・調理・掃除や通
院介助を必要とする方を支えていく有償の家事援助・介助サー
ビスです。「協力会員」として活動できる方を対象に、登録し
ていただくための「基礎研修会」を開催します。 

対　象　市内在住の20歳以上の方で2日間の研修を全日程受講できる方。 
　　　　ホームヘルパー、介護福祉士などの専門資格は不要です。 
　　　　  ※専門資格をお持ちの方は随時登録していただくことができます。 
内　容　ふれあいサービス概要、認知症高齢者の理解、車いす操作法、コミュ        
            ニケーション技術等についての講義・実習 
謝　礼　協力会員として登録し、活動した方には1時間700円の謝礼が支払わ      
            れます。 

〈 南部会場〉南事務所　　　　　　電話 042-765-7065 
〈津久井会場〉津久井町地域事務所　電話 042-784-3393

問合せ・申込み 

介護者の外出や休息に 
ご利用ください！ 

　障害のある乳幼児から認知症
の高齢の方まで、介護されてい
る家族が通院などで外出しなく
てはいけない時、休息したい時
などに、専任の介助員、看護師
がお世話します。 

日　　時　月曜日～金曜日　午前10時～午後5時、 
　　　　　土曜日及び夏休み期間　午前9時～午後4時 
　　　　　祝日はお休み 
場　　所　南保健福祉センター１階福祉支援室 
利 用 料　4時間以内500円　4時間を超える場合1,000円 
そ の 他　送迎はありません。昼食は家族が用意してください。 
　　　　　利用には事前登録（来所による面談等）が必要です。 
　　　　　まずはお電話でお問い合わせください。 
問 合 せ　ふれあいデイホーム　電話・FAX 042-765-2186

南部会場 
10/6（火） 

南保健福祉センター 
午前9時30分～午後4時 

11/10（火） 

10/7（水） 

11/11（水） 
津久井生涯学習センター 

午前9時30分～午後4時 
津久井会場 

１時間700円の謝礼のある活動です 

～ふれあいデイホーム～ 

こちらのお部屋でお世話いたします 

障害者や高齢者を支援する 

日　時　10月15日（木）・16日（金） 
　　　　午後1時30分～3時30分（計4時間） 
場　所　あじさい会館 
対　象　全日程受講可能な方で活動いただける方 
定　員　10名（申し込み順） 
費　用　500円  
問合せ・申込み　パラボラ相模原　代表　古川 
　　　　　　　  電話 042-751-4604

　NPO発達障害の会神奈川オアシス横
倉江美子さんのお話と、同じ子育ての悩
みを抱える人たちとのおしゃべりなど懇
談してほっとするひと時を過ごします。 

日　時　10月27日（火）午前10時～正午 
場　所　サンエールさがみはら(西橋本5-4-20) 
対　象　就学前、学齢期の発達障害のお子 
            さんの家族 
定　員　30名（定員を超えた場合抽選） 
費　用　200円（お茶・お菓子代） 
保　育　申込みの際ご連絡ください。 
問合せ・申込み　ボランティアセンター 
　　　　　　　　電話 042-786-6181

　障害のある方や高齢者のためにパソコン
操作の支援を行うパソコンボランティアの
養成を目的とした講座を開
催します。心身の状況に配
慮した、きめ細やかな対応
法や様々なパソコン支援機
器の操作法などを学びます。 

津久井地域で活動している団体 
　録音　 ◆朗読サ－ビスあけびの会 
　 　　　　　　市広報紙(城山版)、市社協広報紙(城山版)の作成 、会のオリジナルテ－プ雑誌、更には個人の希望に応じた発行物等をＣＤやテープに録音してお届けしています。 

　　　　 ◆相模湖町録音奉仕会かつら　 
　　　　　　　 市広報紙(津久井版・相模湖版)、市社協広報紙(津久井版・相模湖版)の作成 、会のオリジナルテ－プ雑誌、更には個人の希望に応じた発行物等をＣＤやテープに録音してお届けしています。 

             ◆ふじの録音奉仕会　 
　 　　　　　　市広報紙(藤野版)、市社協広報紙(藤野版)の作成 、更には個人の希望に応じた発行物等をＣＤやテープに録音してお届けしています。 

　点訳　 ◆津久井点灯むしの会 
 　　　　　　　 ・蔵書点訳(県ライトセンター)、視覚障害者への点字指導、点字体験学習（小、中学校等）の指導、更には個人の希望に応じた発行物等を点訳してお届けしています。 

～子どもたちの笑顔のために～ 

　相模原市点訳赤十字奉仕
団は、昭和42年に発足、
40年以上にわたり、市の
広報紙や個人の依頼に応じ
た文字情報を点字に訳す活
動を行っています。その他、
指で読む地図（触地図）の
作成、失明した方への点字

指導や小中学校での点字学習への協力なども行って
います。 
　今読まれている、この広報紙4ページが点字版では
60ページほどになり大変な労力と時間が必要です。 
　「点訳作業は難しくて苦労も多いのですが、生活に密着
した情報を届けたいと頑張っています。」と委員長の渡邊
さん。これからも、視覚に障害のある方の笑顔のために、
1点1点思いを込めて点訳に取り組んでいきます。 

 

～1点1点に思いを込めて～ ～ひばりのさえずりのような安らぎを～ 

　昭和53年に視覚に障害
のある方のために声のボラ
ンティアグループとして設
立され、90名程の会員が
活動をしています。 
　市広報紙、市議会だより、
市社協広報紙、会のオリジ
ナルテ－プ雑誌、更には個

人の希望に応じた発行物等をCDやテープに録音してお
届けしています。対面による本等の朗読、ボランティア
養成なども行っています。「読者の皆さんから届けた時
に喜びの言葉や笑顔をいただくことで活動の励みになり
ます。今はアナログからデジタルへ移行する過渡期です
が、声のぬくもりを大切に、目の不自由な方々と共に歩
んで行きたい。」と小川会長は話しています。 

 　相模原市点訳赤十字奉仕
団の一員として活動してき
ましたが、本年4月1日に
相模原市拡大写本赤十字奉
仕団として独立しました。 
　拡大写本というと、単に
「文字が大きい本」と思わ
れがちですが、弱視の人の

見え方は様々なため、拡大写本の書き方、表し方はいろ
いろな種類があり、読みやすく使いやすいものを作成す
ることが大切です。「市から依頼され作成した拡大写本
の教科書を使っている子どもさんから感想の手紙やお礼
の言葉をいただくと、もっと見やすい本を作らなくては
と力が入ります。」と嶋田委員長は活動の源を話されて
います。 

目の不自由な障害者の方々に役に立つ様々な生活情報を提供しています。 
この情報が伝わる“笑顔”や“喜び”がボランティア活動を支えています。 

パソコンで点訳 

相模原市拡大写本赤十字奉仕団 相模原市点訳赤十字奉仕団 相模原市録音奉仕会 

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 

日　　時　10月18日(日)　午前10時～午後3時 
場　　所　ソレイユさがみ(橋本駅前橋本サティ6階) 
内　　容　近所のこと・金銭問題・騒音・交通事故・土地建物・男女問題 
　　　　　家族関係の相談など 
相 談 員　簡易裁判所、家庭裁判所の調停委員(弁護士を含む) 
申 込 み　当日受付順(一人20分程度) 
問 合 せ　横浜地方裁判所相模原支部庶務係　 
　�　　　電話 042-755-4681

調停委員による無料相談会 

問合せ・申込み　相模原あんしんセンター　 
電話 042-756-5034

〈ごみ収集のカゴ〉 

パソコンボランティア 
養 成 講 座  

広告  



平成20年度実績　
赤い羽根募金　　　  47,320,770円　 

                          年末たすけあい募金  18,697,821円 

費用 
無料 

費用 
無料 

今年も 
あたたかいご協力を 
お願いいたします。 

170号 2009年（平成21年）9月20日 社協さがみはら 

 

日　時�11月14日(土) 
　 午前9時30分～11時30分 
場　所�はあとぴあ(清新7-4-1) 
内　容�自分の話し方を振り返り、 
 より良いコミュニケーション 
 の方法を学びます。 
対　象�聴くこと、話すことに関心が 
 ある方 
定　員�60名（多数の場合は抽選） 
費　用�300円（資料代） 
申込み�往復ハガキに住所・氏名・ 
 電話番号を明記の上 
 〒229-0036相模原市富 
 士見6-1-20ボランティア 
 センターまで 
 （10月30日必着) 
問合せ�傾聴ボランティアの会相模原　 
　         　�090-8080-4063  担当: 瀧川 

話し方を学ぶ partⅡ 
傾聴公開講座 

日　時� 10月28日（水）～11月4日（水） 
 午前10時～午後8時30分 
場　所�杜のホールはしもと　　 
内　容�身近にある草花や動物をあ 
 たたかな眼差しで見つめ、 
 愛にあふれた言葉を添えて 
 描かれた星野富弘さんの詩 
 画75点による展覧会 
入場料�600円（前売500円） 
問合せ�さがみはら星野富弘花の 
 詩画展を開く会 
 �042-754-4264

さがみはら 
星野富弘花の詩画展 

日　時� 10月24日(土) 
 午前10時～午後4時 
場　所�グリーンハウス 
 (麻溝台7-1-7) 
内　容�各種模擬店、バザー、ジャズ 
 バンド演奏など 
問合せ�グリーンハウス 
 �042-749-8881

○フェスタすずらん2009

日　時�9月29日（火） 
 午前10時～正午 
場　所�あじさい会館 
内　容�使える「成年後見制度」に 
 するために今、知っておき 
 たい問題点と解決策 
定　員�80名 
費　用�無料 
問合せ�障害児者福祉団体連絡協議会 
 �042-775-5285  担当:安部 

連協研修会 
「成年後見制度について」 

日　時� 11月14日（土）　 
 午後１時～4時　 
場　所�北里大学病院本院・新棟2階・ 
 臨床講義室 
内　容�健康チェック、各種測定、 
 医師・栄養士などの講演 
費　用�無料 
問合せ�北里大学病院糖尿病外来 
 �042-778-8424

第45回　糖尿病週間行事 
『人類の敵 糖尿病からあなたを守る 

ための基礎知識』 

日　時�9月28日(月)～10月10日(土) 
 午前11時～午後5時 
場　所�あじさい会館　1階　 
 ハンドメイドショップ バオバブ 
内　容�お菓子や手作り製品などの 
 お買い得品をたくさん用意 
 しております。 
問合せ�ハンドメイドショップ バオバブ 
 �042-757-6772  担当：村松 

バオバブ 
オータムフェア開催 

日　時� 12月5日（土） 
 午前10時～午後3時30分 
場　所�市民会館 
内　容�脳卒中などの後遺症による 
 失語症についての知識や 
 コミュニケーション支援の 
 方法を学ぶ。 
費　用�500円(資料代) 
問合せ�さがみリハビリテーション病院 
 リハビリテーション科 
　　　　�042-773-3211  担当：市川 
 

失語症の理解と 
ケアの実践講座 

日　時�11月18日（水） 
開　場�午後0時30分　 
開　演�午後1時 
場　所�相模原南市民ホール 
講演会�「仲間と出会う喜びと大切さ」 
講　師�松浦　幸子氏 
入場料�500円 
問合せ�ボランティアセンター 
　　　　　�042-786-6181

－講演会＆コンサート－ 

心を病む人たちがのんびりと過ごすいこ
いの場「ほっとハウス」が出来て10年
になりました。これを記念して講演会と
コンサートを開きます。 

日　時�10月17日(土) 
 午前10時～午後2時 
開　場�生きがいホームこすもす 
 (緑が丘1-34-29) 
内　容�自主製品の販売、バザー、 
 喫茶コーナーなど 
問合せ�生きがいホームこすもす 
 �042-750-5135  
 担当：清水 
 
 

こすもすまつり 

日　時�10月24日（土） 
　　　　午前11時30分～午後3時 
場　所�グループホーム シオン相模原 
            (二本松4-8-7) 
内　容�フリーマーケット、模擬店等 
問合せ�グループホーム シオン相模原 
              �042-771-1308  担当:田中 

　市社協職員 

○一般事務職員(大学卒業程度) 
　市社協の一般事務及び社会福祉に関する業務など 

勤　務�平成22年4月1日以降で、勤務時間は原則として週38時間45分 
給与等�月額給料172,200円(見込み)　この他に、規程に基づき手当て有り。 
対　象�昭和54年4月2日以降に生まれ、社会福祉主事の任用資格及び普通自 
　　　　動車(第一種)運転免許を取得しているか、平成22年3月までに取得見込
　　　　みの人＝若干名 
申　込�下記の事務所などにある申込書を10月15日(消印有効)までに市社協
　　　　総務課へ郵送してください。 
　　　　※市社協ホームページからも申込書等ダウンロードできます。 
問合せ�市社協 総務課（あじさい会館2階） 
　　　　�042-730-3888 

　市社協非常勤職員 

○地域福祉推進員 
　地区社会福祉協議会及び地区民生委員児童委員協議会に関する事務及び両団
体の会議や各種事業の企画及び実施など 

勤　務�平成22年3月から月～金曜日（祝日を除く）の午前9時～午後5時 
　　　　※事業やイベントなどにより土・日曜日、祝日、早出、夜間（午後5時～ 
　　　　　10時）に勤務する場合もあります。 
賃　金�月額240,000円　 
対　象�地域福祉活動に理解と意欲があり、地域住民と明るく応対ができる人及び
　　　　普通自動車（第一種）運転免許を取得しているか、平成22年2月までに
　　　　取得見込みの人＝18人 
申　込�下記の事務所にある申込書を10月2日（消印有効）までに市社協福祉推
　　　　進課へ郵送してください。 
問合せ�市社協 福祉推進課（あじさい会館4階） 
　　　　�042-756-5034 

○生活支援相談員 
　市社協の窓口において、各種生活支援相談業務や事務など 

勤　務�平成21年11月から月～金曜日（祝日を除く）の午前9時～午後4時（勤
　　　　務場所は、あじさい会館内市社協事務所） 
賃　金�月額 174,500円 
対　象�地域福祉の業務に理解と熱意があり、各種生活支援相談に真摯に応対できる人、
　　　　社会福祉主事の任用資格及び普通自動車（第一種）運転免許を取得している人＝１人 
申　込�下記の事務所にある申込書を10月8日までに市社協福祉推進課へ持参
　　　　してください。 
問合せ�市社協 福祉推進課（あじさい会館4階） 
　　　　�042-756-5034 
※問合せ先の他、次の事務所でも申込書を配布しています。 
　　　　市社協 南事務所（南保健福祉センター1階） 
　　　　　　�042-765-7065 
　　　　市社協 城山町地域事務所（城山保健福祉センター2階） 
　　　　　　�042-783-1212 
　　　　市社協 津久井町地域事務所（津久井総合事務所第2別館1階） 
　　　　　　�042-784-3393 
　　　　市社協 相模湖町地域事務所（相模湖総合事務所3階） 
　　　　　　�042-649-0202 
　　　　市社協 藤野町地域事務所（藤野総合事務所2階） 
　　　　　　�042-687-3361 

　市非常勤特別職職員 

○地域活力推進員 
　地区自治会連合会等に関する事務及び会議や各種事業の企画及び実施など 

勤　務�平成22年1月から月～土曜日（祝日を除く）のうち指定する5日間で、
　　　　午前9時～午後10時のうち指定する7時間 
　　　　※事業やイベントなどにより日曜日、祝日、早出の勤務があります。 
賃　金�月額240,000円　 
対　象�自治会などの地域活動に熱意があり、パソコンで表計算やチラシ作成が出来る人
　　　　 及び普通自動車（第一種）運転免許を取得している人＝28人程度 
申　込�市民協働推進課、各出張所、各地域自治区事務所などにある申込書と 
　　　　作文を直接又は郵送で9月28日（消印有効）までに市民協働推進課へ 
　　　　※市ホームページからも申込書等ダウンロードできます。 
問合せ�市役所市民協働推進課　�042-754-1111　内線2513

職員募集案内 

赤い羽根共同募金がはじまります。 
10月1日から12月31日まで 

（実施：神奈川県共同募金会相模原市支会） 

http://www.akaihane.or.jp/  ホームページもご覧ください。 

祝20周年 




