相模原市社会福祉協議会

広 報

「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。

2017年12月号
219 号

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/

（偶数月１日発行）

にこまる

ブログ「にこまるの部屋」でも情報発信中！
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この10月から社会福祉法人大地の
会が経営する特別養護老人ホーム
「塩田ホーム」では、地域の方が取り
組む「いきいき百歳体操」がスタート。
百歳体操は高齢者が手首、足首に重
で
ム
りをつけて行う筋力運動の体操です。
ー
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塩田ホームから会場やDVDプレー
「百歳体操
ヤー提供の申出を受けた熊澤フヨ子
さんは、以前からのボランティア仲間と一緒に、毎週火曜日に体操に取
り組んでいます。「体操を通じて老人ホームが身近に感じられるようにな
りました」と熊澤さん。

石若

勇

施設長

検索

にこまるの部屋

きめ細かな地域の福祉活動が生まれています

「老人ホームって地域の活動に力を貸してくれるのかな？」、
「地域のボランティアさんたちと施設が一緒にできることって
ないかな？」
これまでお互いを外から眺めていた「地域」と「施設」が、
今大接近。それぞれの持ち味をいかして様々な協働の取組が
始まっています。
星が丘地区社会福祉協議会（坂本洋三
会長）が毎月第２日曜日に開催している
「星が丘ピッコリーナ食堂」。「地 域の
福祉施設で！
子どもたちの居場所」を目指し、今年の
７月から飲食店を経営する中村光男さん
を中心にボランティアの方々が運営して
います。会場は社会福祉法人県央福祉会
が経営する障がい者の生活介護施設
「ピッコリーナ」が提供。また、12月はカフェ「ピッコリーナ」のピザをクリスマス
メニューとしてお出しします。坂本会長は「地域の一員としての施設の協力が
必要だと思っていました。今回、協働して活動できて良かったです」と話します。

子ども食堂を

今回の百歳体操に限らず、地域で求められて
いることに施設として応えていきたいです。活
動を通じて施設と地域が顔の見える関係になる
ことが大切だと感じています。

細田友子

市社協非常勤職員の募集
地域福祉推進員（若干名）
地区社会福祉協議会及び地区民生委員児童委員協議会の事務、地域福祉事業の
企画・運営事務等
普通自動車（第１種）運転免許を有する人
平成30年４月１日から勤務可能な人
原則月〜金曜日（週５日） 午前９時〜午後５時（休憩１時間） 休日勤務あり
月額 240,000円
市内まちづくりセンター、本庁６地区公民館等
市社協福祉推進課、南区事務所、緑区事務所、城山・津久井・相模湖・藤野地域
事務所で配布する所定の申込書に必要事項を記入の上、12月21日㈭（消印有効）
までに市社協福祉推進課へ郵送
福祉推進課 地域支援係
042-704-6275

あじさい会館ワンコイン講座

「暮らしにもっと笑いを」＜笑いの健康学＞

所

長

「食堂」に来ている子どもさんが、施設のイベント
にも参加されるなど、地域とのつながりの端緒に
なったと感じました。今後も施設ができることを
地域の皆さんと一緒に進められたらと思います。

さがみハート展 開催

統合失調症やうつ病など精神に障がいを抱える人の詩を題材に、市民画家などが
描いた絵を展示する「さがみハート展」を開催しています。
11月30日㈭〜 12月４日㈪ 午前10時〜午後６時
最終日：午後３時まで
相模原市民ギャラリー（JR相模原駅セレオ相模原４階）
地域活動支援センターカミング
042-759-5117

特別企画

キャンドルナイト朗読会

さがみハート展の巡回展を南区地域福祉交流ラウンジで開催します。12月20日に
は、キャンドルの灯りの中で詩の朗読会を行います。幻想的な光につつまれながら、
一つ一つの作品に思いを巡らし、障がいについてゆっくりと考える時間です。
12月20日㈬ 午後５時〜６時30分
※作品展示は12月６日㈬〜 12月22日㈮の期間
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）
南区地域福祉交流ラウンジ
042-701-3388

〜ユーモアコミュニケーションでハッピーに！〜

防災とボランティアのつどい

12月８日㈮ 午後１時30分〜３時
相模原市立あじさい会館 6階展示室
最近、笑いましたか？「笑い」は生活に潤いを与
えてくれるだけではなく、元気になることも科学
的に証明されています。さらに人間関係がハッ
ピーになること間違いなし！今、「笑い」を意識
してみませんか。忙しい年末も「笑顔」で乗り切
り、素敵な年を迎えるための講座です。
講師：藤井敬三さん（NPO法人「シニア大学」理事長・日本笑い学会講師）
20人（申込順）
500円
あじさい会館管理事務室
042-759-3963

災害から自分自身、家族、そして住んでいる地域を守るための
方法を身につける「体験型防災訓練」を開催。災害時に備えた
知識を学んだり、災害ボランティアの体験ができます！

平成30年１月27日㈯ 午前９時30分〜午後０時30分
市立谷口台小学校 体育館（南区文京２-12-１）
300人（先着順）※上履きをお持ちください 他 参加者全員に防災グッズ等プレゼント
中央ボランティアセンター
042-786-6181
※駐車場は有りません。公共交通機関等をご利用ください。
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今月のいいひと 12・1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。

２年前に相模原に引っ越してきた
真道さん。
現在、７歳と５歳のお子さんの育児
と仕事を両立しながら、ふれあいサー
ビス（有料家事援助サービス）の協力
会員としても活躍中です。
地域では、子ども会の役員を務め、
自治会活動にも携わるなど、限られ
た時間の中で市民活動を続ける秘訣
真道寿江さん や地域の方と関わることの大切さを
（中央区田名在住） 話されます。

幼稚園がなかった頃の藤野町（現藤野地区）
で、町社協と野﨑さんたち母親の仲間と共に
幼児教室を作ったことが地域福祉活動を始める
最初のきっかけになりました。
町社協の非常勤職員として高齢者サロンの立
ち上げに関わり、平成 13 年には民生委員･児童
委員となり、平成 28 年に退任されるまでの３
年間は地区民生員児童委員協議会会長や地区社
協理事として地域に大きく貢献されました。
野﨑貴子さん 退任後の現在もサロン等の地域福祉活動で活
（緑区名倉在住） 躍されています。
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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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市民公開セミナー 子どものいじめと人権
〜いじめはなぜ起こるのか〜

交通遺児世帯の皆様へ

見舞金・激励金をお渡しします

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ています。
該当される方は、平成30年１月11日㈭までに申請をしてください。

移転に伴い職員大募集！
！

市内に住所を有する交通事故等（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
１ 県交通遺児援護基金
⑴見舞金 100,000 円
事故当時、県内に居住していた20歳未満の交通遺児がいる世帯
※ただし、労働災害見舞金支給対象世帯は除きます。
⑵激励金 50,000円
小学校・中学校に入学するとき
中学校・高等学校を卒業するとき（高等学校卒業程度認定試験合格を含む）
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
総務課
042-730-3888
※昨年度も上記２の市社協寄付金の配分を受けている世帯は、ご連絡の必要は
ありません。

グループホーム支援員（パート）
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３月に番田駅徒歩５分に移転
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。近隣の方大歓迎！
Ａ 午前６時30分〜９時または10時
…時給1,060円〜
Ｂ 午後３時〜６時30分…時給1,000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。
※交通費規定内支給。
※ローテーション制（曜日、時間帯は応相談）
相模原市手をつなぐ育成会（担当：柿澤）
042-759-4310

ファミリーサポートセンター援助会員募集！

バオバブクリスマス ロビーコンサート

保育所・幼稚園・児童クラブ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、子育てを助け合う会員制の組織です。
援助会員（子育てのお手伝いをしたい人）になるための講習会を開催します。
◎援助会員講習会

あじさい会館６階展示室

保育あり 各日定員５人

１日目：平成30年１月30日㈫ 午前９時30分〜午後３時30分
子どもの栄養と食事・子どもの世話・おきやすい事故とその対応・子どもの身体の発育と病気

２日目：平成30年２月２日㈮ 午前９時30分〜午後４時
子どもの遊び・子どもの心の発達とその問題・保育の心・障がい児の特徴と接し方・登録手続き

保育士、幼稚園・小学校教諭、看護師などの有資格者は、随時登録可
講習会一部免除あり。
◎入会説明会（講習会受講前に受けていただきます。）
毎月３回行っていますので、日程等は下記までお問合せください。
相模原市ファミリーサポートセンター

042-730-3885

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。
①12月10日㈰ 午前10時〜正午 ②12月15日㈮ 午前９時30分〜正午
③平成30年１月17日㈬ 午前９時30分〜正午
④平成30年１月24日㈬ 午後１時30分〜３時30分
①南保健福祉センター１階ボランティア活動室 ②③あじさい会館
④相武台公民館２階大会議室
①④南ボランティアセンター
042-765-7085
②③中央ボランティアセンター
042-786-6181
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。
◎ボランティア協会より予告。平成30年２月15日㈭より「傾聴活動入門講座」を
開催します。詳しくは、２月１日号の本紙に掲載します。

12月６日㈬ 正午〜午後１時
あじさい会館１階 ロビー
ほっとさーくる相模原によるハンドベル演奏
第２けやき音楽隊による合唱
ダブル・エムによるマリンバ、フルート演奏
50人
不要。直接会場へ。
ハンドメイドショップバオバブ
042-757-6772

12月1６日㈯ 午後２時〜
相模原市民会館２階第２大会議室
いじめや学力低下などをひもとき、子
どもたちにとって安心と信頼のおける
環境形成や福祉従事者が大切にすべき
「人権」
・
「権利擁護」について考えます。
講師：村山士郎さん
（大東文化大学名誉教授）
40人（先着順）
不要。直接会場へ
神奈川県社会福祉士会（連絡先を明記ください）
045-317-2046
web@kacsw.or.jp

ひとりで悩みを抱えこまないで

「ほっとタイム」

①平成30年１月 ６日㈯・２月19日㈪・
３月12日㈪
②平成30年１月13日㈯・２月 ５日㈪・
３月 ６日㈫
③平成30年１月 ９日㈫・２月 ８日㈭・
３月 ５日㈪
①〜③いずれも午前10時30分〜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
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。「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

弁護士による人権や財産に関する無料相談会
成年後見制度の利用や財産・相続・人間関係の困りごとを
専門の弁護士に個別相談できます。

毎月第４火曜日（12月26日・平成30年１月23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 あんしんセンター係内 相談室
高齢者・障がい者とその家族
事前に電話申し込み（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

市社協ホームページ バナー広告募集
市社協ホームページでは、保健・福祉・医療・教育等の広告または社会貢献活動を
行っている企業等の広告を募集しています。
広告掲載料 40,000円／年（税込）
※本会法人賛助会員会費が含まれます。
【参考】平成28年度トップページアクセス数 月間平均 約4,400件 1年間の総数 約53,000件
企画財政係

みんないいひと

042-730-3888

検索

自治会に加入しよう !

自治会は地域福祉の原動力
自治会活動のひとコマ 自転車事故防止キャンペーン
市自治会連合会
あじさい会館
休館日

042-753-3419

あじさい会館：12月28日㈭〜平成30年1月3日㈬、1月15日㈪
同南分室・同緑分室：12月28日㈭〜平成30年1月3日㈬
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