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にこまる

ブログ「にこまるの部屋」でも情報発信中！

「ご飯を一人で食べている」、「放課後一人で
過ごすことが多い」。いま、そんな子どもたちの
「居 場 所 づくり」を目 的 に、市 民 団 体 による
「子ども食堂」や「無料学習支援」等の取組が
広がっています。
このような活動を支えたいという市民のお気
持ちに応えるために、「子ども健やか基金」を
創設しました。基金へのご寄付は、「子ども健や
か育成事業」の財源となり、子どもたちを支援
する市民団体の活動費用として活用されます。
皆さまの想いを子どもたちの明日につなぐ
ために、ぜひ基金へのご寄付をお願いします。

検索

にこまるの部屋

「社会福祉協議会（社協）」は、市民の皆さんとともに、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 042−756−5034 FAX 042−759−4382
電子メール info@sagamiharashishakyo.or.jp
ホームページ http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/

子どもが笑顔になれる場所

遺言により財産を
地域の福祉に役立てたいと
お考えの方へ

NPO法 人 木 パ ト が 取 り 組 む 活 動「み ん な の 居 場 所
ちゃお！ 」も、この助成制度を活用しています。
第２・第４金曜日の夕方、淵野辺１丁目自治会館で実施
する ちゃお！ の活動がスタートして１年。毎回10 〜
15人の子どもたちが、宿題をしたり、遊んだり、みんな
で食卓を囲んだりと、楽しい時間を過ごしています。代表の
坂本真理子さんによれば、「子ども同士の交流やボラン
ティアとの触れ合いを通じ、『 ちゃお！ に来ればみんな
がいる』と実感できる場所になっています。時には、子ども
から悩みの相談を受けることもあり、月２回の居場所と
いうだけでなく、生活を支える活動にもつながっています」
とのこと。

○遺言によって財産を社会貢献のために
贈与する「遺贈寄付」
遺贈とは、遺言書によりご自分の財産の一部又は
全部を相続人又は相続人以外の特定の人や団体に
贈与（譲渡）することです。
ご自身の大切な財産を相模原の地域福祉に役立て
たいとお考えになり、ご遺産の寄付先として「社会
福祉法人相模原市社会福祉協議会（市社協）」をご
指定されると、市社協の事業活動や市社協が支援す
る地域の福祉団体の活動においてご遺産を活用させ
ていただくことで、ご意思にお応えしてまいります。
○専門家にもご相談を
遺贈による寄付には、民法で定められた遺言書の
作成や保管など専門的による知識が必要となります。
このため、弁護士や司法書士などの専門家にご相談
されることをお薦めします。
詳しくは、お問い合わせください。
総務係
042-730-3888

活動を支える助成金
「助成金を活用することで、栄養のある食事の提供や
会場の確保のための経費に役立っています。広く市民の皆
さんに支えられていることに感謝しています」と坂本さん。
子どもたちの未来を応援する取組を継続的に支える
上で、市民の皆さんからのご寄付は貴重な財源となって
います。

子どもと大人が一緒に楽しく食卓を囲みます

シリーズ

若者が語る！

企画財政係
042-730-3888
042-759-4382
soumu@sagamiharashishakyo.or.jp

vol.5

福祉のしごと・魅力発信

南区地域福祉交流ラウンジ ボランティア講座

社会福祉法人 友愛保育園
（中央区田名）
ほり かわ

堀川

〜地域デビューしてみませんか！〜

ボランティアについての基礎知識から実践まで、ラウンジがサポートします。
座学を受講後、ご興味のあるボランティア活動に参加いただけます。

か おり

香織さん

１日目 ８月10日㈭ 午前９時〜正午
⇒ボランティアの基礎知識、先輩ボランティアからのメッセージ等
２日目 ８月11日㈷〜９月19日㈫のいずれか
⇒ラウンジ登録団体の活動に参加（団体の活動日による）
３日目 ９月20日㈬ 午後１時30分〜３時
⇒まとめの会。活動の感想、ボランティアグループの紹介等
南区地域福祉交流ラウンジ（南区相模大野3-2-2 ボーノ相模大野２階）
事前に電話でお申込みください。
042-701-3388

「十人十色の出会いと喜び」
「子どもと遊んでいればいいんでしょと言われることありますが、子どもたち
は十人十色で、一人ひとりに合った対応が必要になります。それぞれの 色
を見つけ、子どもの成長を見守ることの難しさと喜びがこの仕事の魅力です」
と話す堀川さんは保育士として働き始めて10年目になります。
「入職した当初は子どもたちへの関わり方で悩むこともありましたが、行動と
言葉の原因や理由を考えることで、子どもへ 寄り添う 支援ができるように
なりました。また、支援を考える中で自分の成長にもつながりました」堀川さ
んは現在、４歳児クラスの担任に
加え、地域の方への子育て講座や
親子で参加するイベント等の企画
を担当しています。
仕事をする上でのモットーは先
輩職員から教わった「自分のネガ
ティブな気持ちは子どもに伝わっ
てしまう、大変な時も笑顔で自分
自身も楽しむ」とのこと。笑顔の
支援は後輩にも引き継がれていき
ます。

市社協非常勤職員募集
あんしんセンター専門員（募集人数１名）
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で金銭管理が困難な方の日常的
金銭管理や福祉サービス利用のための相談援助業務
①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のある人、②普通自動車（第一種）運転免許を有する人
③９月１日㈮より勤務可能の人
月〜金曜日（週５日）午前９時〜午後５時（休憩１時間）。時間外勤務あり。
賃金月額175,000円
あじさい会館２階 福祉推進課
市社協福祉推進課・南区事務所・緑区事務所で配布する必要書類を８月14日㈪
［消印有効］までに市社協福祉推進課窓口へ提出または郵送
あんしんセンター係
042-756-5034
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今月のいいひと

8・9月

市社協のキャッチフレーズである「みんないいひと」の輪が広がるよう、市内の「いいひと」
を毎月紹介しています。※広報紙は偶数月の発行のため毎号、２か月分掲載しています。

「明るい社会づくり運動 相模原けや
きの会」は、交通遺児世帯や障がい
児者の支援のために昭和 46 年から市
民桜まつりや市内駅頭での募金活動
を毎年継続されています。会の募金
部長でもある近藤光雄さんは、当初
から活動に参加されており、募金箱
の準備や会員のとりまとめなど、活
動が円滑に進むように熱心に取り組
近藤光雄さん まれています。

（南区鵜野森在住）

退職後、「高齢者や障がい者のお役
に立てれば」との思いから相模原市
の介護相談員の活動を契機に民生委
員・児童委員としても活躍しています。
また、橋本男性ボランティア「やっ
てみよう会」にも所属し、障がい児
の学童送迎や高齢者施設のボラン
ティア活動をされてきました。平成
21 年からは会の代表に就任され、橋
中村和宣さん 本 地 区 に あ る 福 祉 拠 点「ぬ く も り」
（緑区西橋本在住） の運営に携われています。

インタビュー全文はホームページで 相模原市社協
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検索
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クリック ※９月版は９月１日に掲載されます。

メール ※費用が掲載されていない場合は無料です。
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弁護士による人権や財産に関する無料相談会

ライフホーム城山 貸出スペースのご案内

財産・相続・人間関係で困っていることありませんか。
専門の弁護士さんに個別相談できます。

毎月第４火曜日（８月22日・９月26日） 一人40分間
①午後１時20分〜２時
②午後２時〜２時40分
③午後２時40分〜３時20分 ④午後３時20分〜４時
あじさい会館２階 市社協あんしんセンター係 相談室
高齢者・障がい者とその家族
事前に電話申込み（開催日の前月１日より受付開始）
あんしんセンター係
042-756-5034

移転に伴い職員大募集！
！

地域デビュー応援します！ボランティアセミナー
ボランティアセンターでは、登録していただくと、福祉施設等での囲碁・将棋の
相手など、趣味を活かした活動や、外出の付添い、お話し相手、障がい者スポーツ
の支援といった活動を紹介しています。
①８月28日㈪ 午前10時〜正午
②９月９日㈯ 午前10時〜正午
③９月21日㈭ 午後１時30分〜３時30分
①ぶらっと上溝（中央区上溝６−2−6 県立上溝高校前）
②麻溝公民館 大会議室
③緑区合同庁舎 ２階
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と実際の活動、事例の紹介、車いす体験等。また、
各地区ボランティアグループの活動の様子等を紹介します。
セミナー終了後、65歳以上の方のボランティア活動を応援する「ふれあいハート
ポイント事業」の説明を行います。

知的障がい者の身の回りのお世話をしてい
ただくお仕事です。まずは、下記までお気軽
にお電話ください。
①相模原市中央区光が丘1-16-3（オーケーストア
近く）※平成30年4月に番田駅徒歩５分に移転予定
②相模原市中央区下九沢1216-7（ヤオコー裏）
Ａ 午前６時30分〜 ９ 時…時給1,060円〜
Ｂ 午前６時30分〜 10時…時給1,060円〜
Ｃ 午後６時〜９時30 分…時給1,000円
Ｄ 午後９時30分〜翌朝６時30分…１回7,500円
※Ａ〜Ｄいずれかの時間のみも可。
※Ｄは実働６時間。仮眠有。女性スタッフ活躍中。
※交通費規定内支給。
日曜日（勤務曜日、勤務開始日はご相談ください）
相模原市手をつなぐ育成会（担当：柿澤）
042-759-4310

「さがみスクラム写真展」開催のお知らせ

平成28年度市社協決算の概要
重点的に
取り組んだ
事業

地域で困りごとを相談、解決できる仕組みづくり
高齢者、障がい者の権利擁護の推進
生活困窮者への経済的支援や生活困窮者支援団体への助成事業
社会福祉施設と地域が連携・協働する社会貢献活動の提言
福祉系大学への進学や将来の福祉職への就職促進事業

収

入

2,029,217千円

市・県社協からの補助金、受託金
各種福祉サービスの利用料、自動販売機売上手数料等
市民の皆様からの賛助会費や寄付金、共同募金等
その他（借入金収入、預金利子、資金残高等）

支

出

924,827千円（45%）
117,446千円（ 6％）
97,260千円（ 5％）
889,684千円（44％）

2,008,073千円

民間社会福祉施設建設資金の貸付等
在宅福祉サービスや権利擁護事業等
地域福祉推進事業
（ボランティアセンターの運営等）
住民参加推進事業、あじさい会館運営
その他（市社協運営費、広報紙の発行等）

市社会福祉協議会

895,545千円（44％）
218,125千円（11％）
276,310千円（14％)
160,552千円（ 8％)
457,541千円（23％)

新会長・副会長の紹介

（任期：平成29年６月19日〜平成30年度に関する定時評議員会終結時まで）
市民の皆さまと手を携えて、地域福祉の推進に取り組んでまいりますので、よろしくお願いします

○会長
氏

名

所

属

戸塚 英明 市社会福祉協議会

休 館 日

○副会長
氏

名

所

属

今井 俊昭

津久井地区社会福祉協議会

坂本 堯則

相模台地区自治会連合会

原

相模台地区民生委員児童委員協議会

裕子

あじさい会館：８月６日㈰・９月30日㈯

８月24日㈭〜８月27日㈰ 午前10時〜午後６時
（初日：午後１時から、最終日：午後４時まで）
最終日の午後２時から優秀作品の表彰式を
行います。
相模大野ギャラリー
（相模原市南区相模大野4-5-1-201）
さがみスクラム写真展は、精神保健福祉の
普及啓発を目的とした精神障がいのある方
が企画する写真展です。今年は「COLOR」
をテーマに募集した作品を展示します。写真
が魅せるそれぞれの「COLOR」に出会って
みませんか？
不要。直接会場へ
さがみスクラム実行委員会事務局
（地域活動支援センターカミング）
042-759-5117

ひとりで悩みを抱えこまないで
「ほっとタイム」
①緑 区 ８月１日㈫・９月11日㈪・10月17日㈫
②中央区 ８月７日㈪・９月 ４ 日㈪・10月 ２ 日㈪
③南 区 ８月８日㈫・９月 ７ 日㈭・10月10日㈫
①〜③いずれも午前10時〜正午まで
①緑区合同庁舎２階 高齢者交流室
②市民会館４階 第５小会議室
③南保健福祉センター２階 情報交換ルーム
介護にお困りの方、介護にお悩みの方等、誰でも参
加できます。「ほっとタイム」で話すだけでも、何か
対策がみつかるかもしれません！毎月３区で開催。
認知症家族会 友知草の会（担当：富樫）
090-7812-5257

月曜日から土曜日 午前10時から午後3時
ライフホーム城山（緑区小倉1620）
いきいきと暮らすために活動の場として、
団体及び個人向けにスペースを貸出ます。
（食堂46㎡、会議室35㎡等）
電話、ファックス、Eメール
042-783-0018
042-783-0038
lifehome@nifty.com

縁JOY 夏祭りのお知らせ
８月５日㈯ 午後５時〜
特別養護老人ホーム 縁JOY（中央区田名7691-1）
「一夜限りの縁JOYパーク」をテーマに、ゲーム
コーナー・屋 台・抽 選 会・打ち上 げ 花 火・ス
テージパフォーマンス・近隣小学生の絵画コン
クールなどを行います。※入場料はございません
が、屋台は有料販売となります。
不要。直接会場へ
特別養護老人ホーム縁JOY
042-764-1110

こども人形劇場

（劇団銀河鉄道のファミリーミュージカル）
９月２日㈯ 午前11時、午後２時 ２回公演
相模女子大学グリーンホール
白雪姫と７人のこびと・ヘンゼルとグレーテル
特 別 前 売 券1,000円（当日料 金1,300円）
２歳以上同一料金
1,200人
９月１日までに電話にて
ひよこ第３保育園
042-767-5565

高齢者パソコン無料体験講座
９月12日、19日、26日の火曜日（3日間）
午前の部：午前10時〜正午
午後の部：午後１時30分〜 3時30分
市立市民健康文化センター２階 講習室２
パソコンのマウス操作や文字の書き方を練習し
て、ホームページの閲覧や知りたいことを調べて
楽しみます。筆記用具のみお持ちください。
65歳 以 上でパソコン操作が 初めての方・
初心者の方（後期高齢者歓迎）
午前・午後の部 各８人（先着順）
NPO法人パラボラジャパン（担当：清水）
042-755-9010

社会福祉法人 草加福祉会 公開講座
本物の介護 大切な人を支えるケアとは
８月18日㈮午前10時〜午後１時
マナーハウス麻溝台（相模原市南区下溝3018番地）
介護アドバイザーとして全国的にも著名な
高口光子さんが本物の介護をお伝えします。
「介護」に興味のある方はぜひこの機会に
お聞きください。
70人（先着順） 電話、メールにて
042-777-8165
a-okabayashi@soukafukushikai.jp

自治会に加入しよう!

自治会は地域福祉の原動力
活動のひとコマ

自治会より選出された「交通安全
母の会」による交通安全啓発活動

市自治会連合会

042-753-3419
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