
「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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～あなたの第一歩が大きな輪となり地域を支える力になります。～ 

　毎週土曜日に、大学周辺の子どもたちとふれあい交流活動を行っています。
活動内容に応じてリ－ダ－が、工作、ゲーム、スポーツなどを自由に企画し、
活動しています。「子どもたちとのふれあいで“笑顔”があふれることを楽
しみに活動しています。これからも“笑顔”の輪を広げていきます。」と代
表の阿部さん。

　人と動物の新たな関係（共生）を築
くために、様々な角度から研究を進め
ています。
　例えば、小中学校の授業では、子ど
もたちに動物との接し方のルールを紹
介したり、障害のある方には動物との
ふれあいを通してやすらぎや安心感を
与えたり、潜在能力の活性化などを図
っています。人と動物との共生を多く
の方々に伝えていきます。

（四面にも情報記事を紹介） 

　地域交流を目的に障害者・高齢者の福祉施設や学校のある地域のお祭やイベントなど
でジャグリングのパフォーマンスを行い楽しんでもらっています。「週1回、大学近くの
内郷小学校で練習を行い、毎回、小学生と一緒にジャグリングを楽しみながら地域との
交流を深めています。」と代表の島田さん。

※「ジャグリング」とは複数の物を空中に投げたり取ったりを繰り返すパフォ－マンスのことです。

※QOJの活動詳細はこちらをご覧ください。

　QOJホームページアドレス　http://qojonline.web.fc2.com/

帝京大学薬学部　ジャグリングサークル「QOJ(キューオージェイ)」 
 

青山学院大学　青山子ども会 

麻布大学　介在動物学研究室 

福祉マンガ「みんないいひと」 

●福祉マンガ No.1～19号まで
　市社協各事務所で配布しています。 ① ② ③ 



　高齢者の「孤独死」が大きな社会問題として注目されてい
る。本書では「緊急通報システム」に注目し、同システムの
課題、向かうべき方向性について考えながら、高齢者が住み
やすい行政の仕組みについて検証する。 

今月のおすすめ本 
『孤独死ゼロの町づくり
　―緊急通報システムが実現する高齢化社会のセーフティーネット』
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　元木昌彦/著者（ダイヤモンド社）

日　　時�2月25日(木)・3月25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  Vol.5 小山二丁目自治会の取り組み

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 

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

申込み・問合せ　相模原あんしんセンター 
電話 042-756-5034

～相談は個別、無料です。秘密は守ります！～ 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

　県民から寄せられた「交通遺児への寄付金」と、市社協へ寄せられた「交通遺児指定寄付金」を交
通遺児へお渡しします。該当される方は1月29日（金）までに申請をしてください。

内　　　　容　１ 県交通遺児援護基金 
　　       　　　　（1）見舞金　100,000円
　　　　  　  　　　　○事故当時、県内に居住していた交通遺児がいる世帯
　　　　　 　 　　 　 　※ただし、神奈川県労働災害遺児等見舞金支給対象世帯は除きます。
　　       　　　　（2）激励金　50,000円
　　　　  　 　　　　 ○小学校に入学するとき　○中学校に入学するとき
　　　　  　  　　　　○中学校を卒業するとき　○高等学校を卒業するとき（大学入学検定試験合格を含む）
　　　    　　　2 市社協寄付金　※金額は毎年異なります 
　　　　  　  　　　　○市社協へ「交通遺児のために」と指定された寄付金の配分

対　　　　象　市内に住所を有し、交通事故等（列車、電車、船舶、航空機等交通機関の運行上の事故を
　　　　　　　含む）による20歳未満（平成22年1月末現在）の遺児がいる世帯
手 続 き　申請書、事故証明書、住民票等の書類の提出

申込み・問合せ  市社協南事務所（電話042-765-7065）
                        ※なお、昨年度も、上記「2 市社協寄付金」を受けている世帯はご連絡の必要はありません。 

　小山2丁目地区は、江戸時代に開拓された清兵衛新田の北側に隣接し
ており、昭和40年代以降宅地として開発された地域です。今でこそ大変
住みやすい環境ですが、少し高台になっているため、開拓当時は畑や家
畜ばかりでなく、人が飲む水にも苦労していたようです。身近な親しみ
のある街づくりをしようと「我がまち小山」を合言葉に、活発な自治会
活動を展開しています。 

　自治会館をバリアフリーに！

　平成17年には自治会館の老朽化に伴い、高齢者、障害者にもやさしい
自治会館を目指し、「神奈川県福祉の街づくり条例」に適合した自治会
館として建て替えました。建設の際には、地域内の高齢者や障害者の意
見を取り入れ、手すり、広い廊下スぺ－ス、床等に点字ブロックを設置
するなど、高齢者や障害者にやさしい施設となっています。 
　ふれあいサロンでの利用者も「自治会館はとても利用しやすい。前よ
り利用する回数が増えた。」と話されていました。 

　「お花畑の会」を運営！

　自治会福祉部では市から農地を借り受け、「お花畑の会」を設置し、農園作業を通じて地域のコミュニケ
ーションを図っています。また、農園作業の種まきから収獲までの活動を幅広く伝え、自治会会員同士の
意見交換の場・コミュニケーションの場として活用できるサイトを公開しています。もちつき大会等自治
会活動の際には収穫された野菜をいただき、心のこもった恵みをみんなで味わっています。 
　「農園作業を通じて“こんにちは”“おいしそうな野菜だね”など言葉を交わす機会が増え、地域のコ
ミュニケーションづくりに役立っています。今後は防災や災害時の助け合いにつなげていければと考えて
います。」と自治会長の武田邦雄さん。 
　たくさんの“福祉の花畑”が小山2丁目に広がることを楽しみにしています。 

福祉サービス
利用援助事業
福祉サービス
利用援助事業 相模原あんしんセンター 相模原あんしんセンター 相模原あんしんセンター 
　相模原あんしんセンターでは、判断能力が不十分な高齢者や障害
のある方で、福祉サービスの利用手続きがひとりではできない、又
は、日常生活費の出し入れ、公共料金などの支払い方が分からない
といったことでお困りの場合に、次のような支援をいたします。

困っている人を見かけたら、 
“心のとびら”を開く！ 
　「聴覚障害者の話を聞いて、福祉について興味を持ち、絵本を通して自
分の気持ちを表現してみました。自分の一生でほんの少しの時間を分けて
あげるだけで助かる人がいること。そのためには、まず心のとびらを開く
こと」と話す浅野さん。一人でも多くの「心のとびら」が開きますように。

　福祉サービスを安心して利用できるようにします。 
また、毎日の暮らしに欠かせないお金の出し入れをお手伝いします。 

ボランティアグループ「クローバー」が 
厚生労働大臣表彰厚生労働大臣表彰を受賞！ 
ボランティアグループ「クローバー」が 
厚生労働大臣表彰厚生労働大臣表彰を受賞受賞！ 
ボランティアグループ「クローバー」が 
厚生労働大臣表彰を受賞！ 
　昭和59年から永年にわたり、障害児・
者の支援活動に取り組んで来られたボラ
ンティアグループ「クローバー」が今年度、
厚生労働大臣表彰を受賞されました。

交通遺児世帯の皆様へ 見舞金・激励金をお渡しします 

　障害のある方にパソコンの楽しさを知ってもら
福祉協議会が市内2か所に設置した障害者のため
開催されています。教える人、習う人、それぞれ

福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービス 

大切な通帳や証書などを貸金庫等で保管します。 

書類等預かりサービス 

＊お気軽にご相談ください。 

・福祉サービスを利用したいけど、どうすればよいのかわからない。 
・計画的にお金を使いたいが、どうしてよいか迷ってしまう。 
・銀行へ行ってお金を引出したいが、方法がわからない。 

物忘れが多くて通帳や証書など大事な書類をどこにしまったの    
か分からなくなってしまう。 

　小規模通所授産施設「かわせみの家(城山町原

宿)」では、パソコンボランティアグループ「パ

ラボラ相模原」によるパソコンひろばが開催さ

れています。4年前、突然腰から下が動かなく

なり、車いすで生活を送るようになったＡさん

は「なかなか近くに行ける場所がなかったので、

このかわせみの家でパソコンひろばが開催され

ると聞いてとても嬉しかった。」とのこと。 

 

 

　「車いすで生活するようになって初めてパソコンに触りました。個人指導だか

ら自分のペースで習えるんですが、みんなで一緒にいる楽しさもあって、あっと

いう間に時間が過ぎてしまいます。」と笑顔で話すＡさん。この日は年賀状作り

を習っていました。「通っているデイサービスセンターでみんなで歌う歌詞カー

ドを、私がパソコンで作ったこともあるんですよ。今度はＥメールに挑戦しよう

と思っています。」と前向きに語るＡさんのモットーは「家に引きこもらないで

なるべく外出すること。」だそうです。 

　これからも、パソコンひろばでみんなと楽し

い時間を過ごしてくださいね。 

 

■パソコンを生活の中に取り入れて!

●パソコンひろばに関する申込み・問合せ
市社協福祉推進課 �042-756-5034
メールアドレス　tiiki@sagamiharashishakyo.or.jp

毎日、吹奏楽部の練習を
がんばっている浅野さん

＊絵本は市社協ホームページ
　で閲覧できます。

「第23回ともしび絵本コンテスト」（神奈川県社協主催）
神奈川新聞厚生文化事業団賞最優秀賞を受賞！

浅野真美子さん（共和中学校1年） 

法律相談
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シリーズ 自治会の 
支えあい活動 

日　時　2月25日（木）午前10時～正午
場　所　あじさい会館
内　容　①ゲストスピーカーによる子育てのお話
　　　　　協力：相模原やまびこ会（相模原市自閉症児者親の会）
　　　　②みんなでおしゃべりタイム
対　象　就学前、小、中学生の発達障害のお子さんを育てている保護者の方
　　　　（定員30名・申し込み多数の場合は抽選）※保育についてはお問合せください。 
参加費　無料
申込み　電話にてボランティアセンター（042-786-6181）まで
　　　　※｢ゲストスピーカーに聞いてみたいこと｣がありましたら申込時にお伝えください。
締　切　2月15日（月）

福祉サービス
利用援助事業 相模原あんしんセンター 相模原あんしんセンター 

ボランティアグループ「クローバー」が 
厚生労働大臣表彰を受賞！ 
ボランティアグループ「クローバー」が 
厚生労働大臣表彰を受賞！ 

佐藤　榮一 

森　　郁代 

北村　昭二 

一星　　暁 

匿名　4件 

匿名　1件 

園部智恵子 

匿名　１件 

匿名　１件 

河本　　一 

 

㈱ア・ドマニー 

中央労働金庫相模原支店推進幹事会 

石橋忠文法律事務所 

市社協愛の募金箱 

スマイルデイサービスセンター・ビーチ 

湘南堂印刷㈲ 

㈱ケイズピーエム　フジ相模原店 

コンパル橋本店 

旭中学校ＰＴＡ 

橋本幼稚園PTA 

ビバーチェ共和店 

グリーンハイツ婦人会 

（財）翠葉カルチャーセンター 

相模女子大学幼稚部ＰＴＡ 

㈱いなげや相模原下九沢店 

㈱ブライト 

塩田ホームフリーマーケット実行委員会 

光明学園相模原高等学校PTA福祉委員会 

光明学園相模原高等学校空手道部保護者会 

フレンドシップ 

アクト南口一番街商店街振興組合 

岩元ひろ子の歌の縁歌謡教室 

相模野カントリー倶楽部 

裏千家淡交会相模支部 

相模原けやきの会 

神奈川障害者職業能力開発校 

神奈川職業自立能力開発協議会 

県立津久井高校定時制第4学年 

田名地区交通安全母の会 

双葉交通㈱従業員一同 

 

増山百合子 

匿名　１件 

匿名　１件 

 

源悟山顕正寺 

コロムビア星有子音楽事務所 

●社会福祉のために 

 

 

 

 
●障害福祉のために 
●高齢者福祉のために 
●児童福祉のために 
●交通遺児のために 
●少年院図書代のために 
 

●社会福祉のために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●障害福祉のために 

 

 

 

●交通遺児のために 
 

 

●日用品 
●福祉用具 
●紙おむつ 
 

●日用品 
●チケット 

〔個　人〕 

〔企業・団体〕 

〔個　人〕 

〔企業・団体〕 

小　山 

大野中 

大野南 

　〃 

 

 

大野中 

 

 

大野北 

 

小　山 

清　新 

　〃 

中　央 

光が丘 

　〃 

橋　本 

　〃 

　〃 

　〃 

大野北 

大野中 

大野南 

　〃 

大　沢 

　〃 

田　名 

麻　溝 

　〃 

新　磯 

相模台 

　〃 

城　山 

市　外 

清　新 
 

相模台 

津久井 

田　名 

相模台 

 

中　央 

 

 

 

相模台 

橋　本 

（敬称略・順不同）

地区名名前・名称

～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10月1日から11月30日までにご寄付を寄せられた方は、次のとおりです。 

　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。

「同じ悩みを持つ人と交流できてよかった！」
「自分の子の行動が少し理解できるようなお話が聞けた！」
「担任の先生に障害を理解してもらう工夫が分かった！」

発達障害のお子さんを育てる 
お母さん・お父さんのための 

らい自分の世界を広げてほしい――神奈川県社会 
めのパソコン教室「パソコンひろば相模原」が 
れの思いを紹介します。 

手話講座 受講生(経験者対象)募集 

開催日程等

会　　　場
受　講　料
定　　　員
募集締切り

選考方法

手話通訳者・基本課程(全24回 )
（2年以上の手話経験者（手話奉仕員
養成講座修了程度）で、手話を使って
聴覚障害者と日常会話が可能な方） 

4月28日（水）から12月15日（水）

手話奉仕者・基礎課程(全36回)
（手話経験１年以上の方）

4月9日（金）から
平成23年2月26日（土）

金曜日　午後7時30分～9時30分  
※詳細日程は応募要領に記載 

水曜日　午前10時～正午　　　 
※詳細日程は応募要領に記載 

相模原市立けやき体育館 相模原市立障害者支援センター 

1,500円程度（テキスト代） 

対　　　　  象　市内在住か在勤、在学の18歳以上の方 
申込み・問合せ　〒229-0023 相模原市松が丘1-23-1　 
　　　　　　　  社会福祉法人相模原市社会福祉事業団 障害者支援センター松が丘園　 
　　　　　　　  担当：二宮　�042-758-2121

20名 30名 

2月15日（月）（郵送の場合、必着） 3月1日（月）（郵送の場合、必着） 

応募者全員に実技面接を行い、選考 
します。 
日時／2月28日（日）　午前10時～
場所／障害者支援センター松が丘園

応募者全員に実技面接を行い、選考 
します。 
日時／3月7日（日）　午前10時～
場所／障害者支援センター松が丘園

■コミュニケーションの必須アイテムは指人形 

　「少しだけ良いことをして世の中で役立って

もらおうと思って。」と話すのは、障害者地域

作業所やまのべ館(相模湖町与瀬)でパソコンひ

ろばを開催している、パソコンボランティアグ

ループ「パラボラジャパン」の勝川壬雄さんです。

「定年を目前に何をしようか考えていた時、神

奈川県社会福祉協議会主催の障害者パソコン支

援ボランティアの講座を見つけたのが始まりです。

私にできることでお手伝いをしようとガイドヘルパーの資格も取りました。障害

を理由になかなか外出できない人を、パソコンひろばをきっかけに外に出るお手

伝いをしたいです。だからお祭りや街頭などで出会うととても嬉しくなるし、こ

れからもがんばろうという原動力になりますね。」と勝川さん。 

 

 

　ただパソコンの技術を教えるのではなく、コミュニケーションが何よりも大切

だという勝川さんの必殺アイテムは指人形。「初めて会う人には指人形を使って

話しかけたりしています。まずは心と心がつな

がってこそ、初めてボランティア活動ができる

と思っていますから。これからももっと障害の

ある方が外に出るお手伝いをしたいのですが、

体が足りないんです。お手伝いしてくださる方

が増えると嬉しいですね。」 

　これからも勝川流ボランティアでたくさんの

笑顔を作ってください。 

広告
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日　時�①1月27日(水)、②2月6日(土) 
 ③3月13日（土） 
 ④3月17日（水） 
 午後2時～4時30分 
場　所�①④あじさい会館 
 ②中心子どもの家 
 ③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 
 養育する公的な制度の説明会 
問合せ�相模原児童相談所 
 �042-750-0002 
 

里親になりませんか 

費用 
無料 

日　時�2月20日（土）・21日（日） 
 午後1時～4時 (計6時間） 
場　所�南保健福祉センター　 
内　容�音声ソフトによるパソコン操作 
 の基礎とインターネット利用に 
 関すること。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。 
対　象�視覚に障害のある市民 
定　員�5名 
費　用�無料 
申込み・問合せ�総合学習センター 
 　　　  �042-756-3443

視覚に障害がある方の 
ためのパソコン体験講習会 

費用 
無料 

日　時� ①1月24日（日） 
  ②3月14日（日） 
  午後2時～4時 
場　所� 麻布大学 110周年記念ホール　 
内　容� 犬との触れ合いを通して補助犬 
  を知ってみませんか？犬との触 
  れ合い、補助作業の体験など 
定　員�10名 
費　用� 無料 
問合せ�麻布大学 介在動物学研究室 
　　　　�042-754-7111(内線444) 
　　　　担当：山本　 

補助犬の普及に向けて 
～イヌと触れ合う五つの輪～ 

　運転・介助業務（要介護者や障害者の 
方々を病院や公的機関窓口まで専用車 
両で送迎、乗り降りの介助） 
勤務場所�ＮＰＯ津久井福祉会 
賃　　金�当法人規程に基づく 
    (お問合せください) 
応募資格�若干名･普通自動車運転免許 
 　 1種以上（福祉有償運送運転 
 　 者講習の受講有） 
申込み・問合せ�2月26日（金）までに津久井福祉会へ 
 　      �042-780-7977

津久井地域 移動支援サービス事業 
運転員募集 　心の病を持つ人たちに対する正しい 

理解と手助けの方法を学びます。 
日　時�2月6日～3月6日の毎週土曜日 
 午後1時30分～3時30分 
場　所�相模原市民会館 
内　容�講義と体験実習(全6回) 
対　象�市内在住か在勤の方　 
費　用�500円 
定　員�50名(申込順) 
申込み・問合せ�2月1日（月）までに 
                        ボランティアセンターへ　 
                        �042-786-6181

精神保健ボランティア養成講座 

費用 
無料 

日　時�2月11日(木)～17日(水) 
 午前10時～午後8時 
　　　 初日午後5時から 
 最終日午後4時まで 
場　所�グリ－ンホ－ル相模大野 
内　容�バリアフリ－写真展を目指し、 
  写真には、音声ガイド、点訳を用 
  意しています。関連企画として、 
  トーク、音声ガイド付上映会 
  (14日と15日)を実施。 
費　用�無料 
問合せ�「水俣」を子どもたちに伝える 
  ネットワーク 
  �090-1603-0686 
            担当：田嶋　 

写真展・水俣を見た7人の写真家たち 

★社会福祉協議会関係施設の休館日  あじさい会館  2月7日（日）・3月8日（月） 
　　　　　　　　　　　　　　　        南保健福祉センター  2月6日（土）・7日（日） 

　　　　　はじめの一歩～認知症サポーター養成講座～ 
日　　時�1月28日（木）　午後1時30分～3時30分 
場　　所�矢部四クラブ（矢部2-7-34） 
内　　容�認知症を正しく理解し、地域の温かい目で見守るまちづくりに向けた「認知症サ

ポーター養成講座」と合わせ、地域の高齢者福祉施設の紹介やすぐにできるボラ
ンティア活動の紹介などを行います。 

定　　員�40名（先着順）　　　　　 受講料�無料 
申　　込�ボランティアセンター　　　�042-786-6181 

　　　　　～ボランティアセミナー in 新戸デイサービス～ 
新磯地区の高齢者・障害者へのボランティア活動に参加してみませんか？ 
日　　時�2月19日（金）午後1時～3時 
場　　所�新戸デイサービスセンター（JR相模線相武台下駅徒歩5分） 
内　　容�①車いす介助体験、②新戸デイサービスセンター、③障害児の機能訓練、④新磯  
　　　　　地区社会福祉協議会（高齢者食事会、福祉バザー他）等の活動紹介 
定　　員�30名（先着順）　　　　　 受講料�無料 
申　　込�南ボランティアセンター　　�042-765-7085 

　　　　　ボランティアを始めたいあなたへ～ボランティア入門編～ 
日時・場所�①3月5日（金） 午後１時30分～3時30分・あじさい会館 
               ②3月11日（木） 午後1時30分～3時30分・南保健福祉センター 
内　　容�ボランティアの心構え、活動の紹介と車いす介助体験 
定　　員�20名（先着順）                受講料�無料 
申　　込�①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

場　　　　  所�南保健福祉センター 
対　　　　  象�市内在住・在勤の15歳以上（中学生を含まない）で、3回とも出席可能な方 
定　　　　  員�40名（先着順） 
費　　　　  用�1,000円(テキスト等) 
申込み・問合せ�ＦＡＸ・Ｅメール・はがきで住所、氏名、電話番号をご記入の上2月10日（水） 
　　　　　　　 までにボランティアセンター(〒229-0036 相模原市富士見6-1-20あじ
　　　　　　　  さい会館内)へ 
　　　　　　　 �042-786-6181　FAX 042-786-6182  
　　　　　　　 Eメール svc@sagamiharashishakyo.or.jp 
主　　        催�社会福祉法人　相模原市社会福祉協議会ボランティアセンター　　　 
　　　　　        特定非営利活動法人　相模原ボランティア協会 

①あんしんセンター専門員 
業務内容�高齢者・障害者の日常金銭管理や福祉サービス利用のための
　　　　　相談援助業務 
応募資格�社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、
　　　　　社会福祉主事任用資格のいずれかの資格を有する人 
勤　　務�月～金曜日（年末年始・祝日を除く）　 
　　　　　午前9時～午後4時（1時間の休憩） 
勤務場所�市社協南事務所（募集人員：1名） 
賃　　金�月額　174，500円 
対　　象�平成22年4月1日より勤務が可能な人 
　　　　　（要普通自動車運転免許） 

②地区活動推進員 
業務内容�地区社会福祉協議会の活動に関する企画・運営、調整の支援
　　　　　や地区民生委員児童委員協議会の事務の補助 
勤　　務�原則として週3～4日間で午前9時～午後4時（1時間の休憩）
　　　　　の勤務（時間外勤務あり） 
勤務場所�市社協城山町地域事務所・津久井町地域事務所・相模湖町地
　　　　　域事務所・藤野町地域事務所　（募集人員：各事務所1名） 
賃　　金�時給　960円 
対　　象�平成22年4月1日より勤務が可能な人 
　　　　　（要普通自動車運転免許） 

③保健と福祉のライブラリー（図書室）事務員 
業務内容�保健と福祉のライブラリーの図書閲覧及び貸出業務 
勤　　務�日～土曜日の間で以下のア～ウを組み合わせ月15日程度の
　　　　　勤務 
　　　　　ア 月～金曜日………午前9時～午後4時（１時間の休憩） 
　　　　　イ 月～金曜日………午後4時～7時 
　　　　　ウ 土曜・日曜・祝日…午前9時～午後5時（１時間の休憩） 
勤務場所�保健と福祉のライブラリー（募集人員：1名） 
賃　　金�時給　840円 
対　　象�平成22年4月1日より勤務が可能な人 

④あんしんセンター生活支援員 
業務内容�高齢者・障害者で金銭管理が困難な人の生活費や公共料金　
　　　　　の支払代行等業務 
勤　　務�月～金曜日の週3日程度で午前9時～午後4時（1時間の休憩） 
勤務場所�市社協城山町地域事務所（募集人員：1名） 
賃　　金�時給　840円 
対　　象�平成22年2月15日より勤務が可能な人 
　　　　　（要普通自動車運転免許） 

⑤事務局事務補助員 
業務内容�市社協城山町地域事務所事務局事務の補助業務 
勤　　務�月～金曜日の午前9時～午後6時のうち、指定する5時間 
　　　　　30分(1時間の休憩) 
勤務場所�市社協城山町地域事務所（募集人員：1名） 
賃　　金�時給　840円 
対　　象�平成22年2月15日より勤務が可能な人 
　　　　　（要普通自動車運転免許） 

申 込 み�①、②、③は2月2日（火）まで、④、⑤は１月29日（金）まで 
問 合 せ�①市社協南事務所　　　　　　　 �042-765-7065 
　　　　　②、③は市社協福祉推進課　　　　�042-756-5034 
　　　　　④、⑤は市社協城山町地域事務所　�042-783-1212

 

2月20日（土） 
午後1時30分 
　　～4時 

  3月6日（土） 
午後1時30分 
　　～4時 

2月27日（土） 
午後1時30分 
　　～4時 

介護保険制度などで対応できないことや、様々な高齢者を取巻く問題を知り、
生活しやすい地域にするには、今何が足りないかを理解する。　　　　　　　 
講師：川村　隆 氏（有料老人ホーム緑陽白鳥ホーム長） 

■地域包括支援センターやケアマネジャーの役割と仕事について 
■在宅の高齢者の実態について 
講師　①大野南地域包括支援センター　保健師 広瀬久美子 氏 
　　　②特定非営利活動法人　 
              介護支援グループ すきっぷ ケアマネジャー 田中春枝 氏 

高齢者施設とボランティアの役割、施設でのボランティア活動について 
講師：新戸デイサービスセンター　生活相談員 袋崎　崇 氏 
車椅子介助の実技：相模原市社会福祉協議会職員 

1 月開催 

2 月開催 

3 月開催 

ー の開催 ボ ラ ン テ ィ ア セ ミ ナ 

市
社
協
非
常
勤
職
員
募
集 

費用 
無料 

費用 
無料 

費用 
無料 




