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。
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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！
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にこまるの部屋

をつくる活動を応援しませんか !!

寄付を通じて
思いを託す

vol.2

〜子ども健やか育成基金を活用する取組〜

市社協では、
「子ども食堂」や「無料学習塾」などの身近な場所で子どもたちの成長を支援する活動に取り組む
市民活動団体に対する助成を行っています。助成金の財源は、市民の皆様からのご寄付をもとに、平成28年度に
創設した「子ども健やか育成基金」です。
今回は、助成金を活用して、子どもの居場所づくりに取り組む市民活動団体を紹介します。

新磯みんなの食堂

さくら

代表の久保田有輝子さんが、自宅の別棟を活用して、毎月第１・３
水曜日に開催する新磯みんなの食堂「さくら」。地区の幼児や小学生、
中学生、高校生等が立ち寄ってくれるのを、調理等を担う10名のボラ
ンティアは、いつも楽しみに待っています。
「さ く ら」の モ ッ ト ー は、野 菜 を た く さ ん 使 っ た 栄 養 満 点 の 食 事。
子どもから大人まで、いつも40名ほどが囲むおいしい料理が並ぶ食卓
には、会話と笑顔があふれています。「子どもたちには、家庭の料理を
味わうことはもちろんですが、幅広い
年齢の人たちが一緒に食事をする
こ と で、“地 域 で の 人 と 人 と の つ な
がりの大切さ” を感じてもらいたい
です。これからも地域の大人の責任
として、子どもたちの成長のために
精一杯の力を注いでいきたいです。」
と久保田さんは思いを語ります。

相模原みのり塾

「子どもたちの “勉強したい” という思いをかなえたいのです。
」と代表
の小布施実穂子さん。毎週日曜日に橋本公民館で「相模原みのり塾」を
開き、約35名の中学生を対象に、ボランティアが１対１で学習支援を
行っています。
子どもたち一人ひとりに合わせた学習支援は、自分の不得意分野を勉強
できるだけでなく、ボランティアとの距離も近くなります。職種も年齢
も様々なボランティアの存在は、多感な時期の中学生にとって、進路や
仕事など将来のことを考えるきっかけ
になっているそうです。
「塾に来ている子どもたちが、将来、
勉強を教えてくれる、そんな “連鎖”
が生まれるとうれしいです。塾は、将
来への投資です。勉強ができる場所
と環境は、整えておくので、『いつで
もおいで』と伝えています。」と小布
施さんは、夢を語ります。

「子ども食堂」や「無料学習塾」等の活動が更に広がり、また、継続的に取り組める
よう、皆様からのご支援をお願いいたします。ご寄付をされた方には、助成団体の取組
状況や、助成金の使い道等の報告書を毎年お送りします。
市社協の窓口でご寄付をされる場合は、「子ども健やか育成基金への寄付」とお申出
ください。金融機関を通じての場合は、右記の口座に、振込依頼人欄に記載するご自身
の氏名の前に「こども」と記入し、お振込みください。

＜口座番号＞横浜銀行 相模原駅前支店 （普）6125454
＜口座名義＞相模原市社協寄付口（さがみはらししゃきょうきふぐち）
※領収書及び報告書を希望される方、その他寄付に関しては、下記に
お問合せください。
総務課
042-730-3888
042-759-4382
soumu@sagamiharashishakyo.or.jp

８月24日㈮ は市民福祉活動交流会

お気軽にご相談ください!!

「子どもの居場所に関する総合相談窓口」を開設
「新たに居場所づくりを始めてみたい」
、
「活動を続けていく上で困っていること
がある」
、
「子どもの居場所を応援したい、お手伝いしたい」等、子どもの居場所に
関する様々な相談に応じる窓口を開設しました。
相談窓口

講演会「子育てに絵本を」 JULA出版局代表 大村祐子氏

〜子育ての課題と解決策は、絵本の中にある〜
午前11時〜正午

「子どもの居場所づくりセミナー」を開催！
８月29日㈬ 午後２時〜４時
ソレイユさがみ（緑区橋本6-2-1）
９月28日㈮ 午後２時〜４時
ユニコムプラザさがみはら（南区相模大野3-3-2）
開設・運営に役立つ情報（行政からの施策説明）
活動団体の事例報告
質疑応答
各50名

042-786-6181

企画展「絵本の300年を旅する」〜『世界図絵から今日まで』〜
世界初の絵本から今日までの世界中の絵本を展示します。
午前10時〜午後４時
企画協力：絵本の100年と未来研究会

中央ボランティアセンター
月〜金曜日（祝日、年末年始は、除く。） 午前９時〜午後５時

中央ボランティアセンター
（あじさい会館２階）
svc@sagamiharashishakyo.or.jp

〜まるまるつながりプロジェクト2018 〜

042-786-6182

読み聞かせとおしゃべりコーナー
①午前10時15分〜

②午後２時〜（各回30分程度）

●いずれも、あじさい会館６階展示室で開催（申込み不要）
●ロビーでは、子ども食堂や無料学習支援など「子どもの居場所づくり」やボラ
ンティア活動等、市民福祉活動のPRや相談コーナーを開設。フードドライブ
（米、乾麺、缶詰、お菓子などの食品を受け付け、フードバンクを通じ支援が必
要な家庭に届けます。）も行いますので、是非ご協力ください。
●ホールには、書道家 金澤翔子氏・母 泰子氏が来館（裏面参照）
中央ボランティアセンター
042-786-6181
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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か月分を掲載しています。

「終活」とは、自分の死を意識して、
最後を迎えるに当たっての準備やそれ
までの人生を振り返り、その証を総括
することです。平成 28 年の夏！安藤
智 文さんは、そ れぞ れの 人にとって
大切な「終活」のお手伝いを行うために、
「安藤企画」を立ち上げました。
「終活で豊かなセカンドライフ」を
テーマに、身の回りの整理・住まいの
一般社団法人 安藤企画
終活・相続トラブルなど、日々、高齢
安藤智文さん 者を対象とした総合的な相談・助言・
（中央区矢部在住） 援助活動を行っています。

インタビュー全文は、
ホームページで
日時

場所

内容

対象

定員

費用

仕事を辞めたあと、何かお役に立てればと
いう思いで、配食員（ひとり暮らし高齢者等
給食サービス）の活動を始められました。現
在は、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、食事の支度や掃除
など、幅広い世帯に向けて活動されています。
明るく、謙虚な人柄で利用者からの信頼が厚
い協力会員です。
また、特技の手品を生かして「タマテバコ」
というグループを立ち上げ、いるかバンクに
門倉礼子さん も登録しています。高齢者施設などで、夢と
（緑区橋本在住） 魔法の手品を披露し好評をいただいています。

相模原市社協
申込み

問合せ

検索
TEL

クリック ※９月版は、平成30年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。

2018年（平成30年） ８月１日

相模原市社会福祉協議会

広報
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専門職による無料相談会を開催します！

ほっとタイム

弁護士による財産・相続・人間関係の困りごと・成年後見制度利用などの相談会
８月28日㈫・９月25日㈫ 午後１時20分〜４時（１人40分間)
高齢者・障がいのある方とその家族
司法書士･税理士による成年後見制度や後見人の業務に関する相談会
８月 ９ 日㈭・９月13日㈭ 司法書士
午後２時〜４時（１人30分間)
８月15日㈬・９月19日㈬ 税理士
親族後見人や福祉施設等の職員として成年後見制度に関わる方
電話による事前申込み
042-756-5034
さがみはら成年後見・あんしんセンター（あじさい会館２階）

介護認定調査員の募集
介護保険申請者宅を訪問し、要介護認定の調査を行います（自宅からの直行直帰）
。
特に中央・南区内での調査が可能な方を募集します。
１件4,320円（調査に伴う交通費含む。）
介護支援専門員
☆詳細は、市社協ホームページ又は下記までお問合せください。
さがみはら成年後見・あんしんセンター
042-756-5034

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、囲碁・将棋の相手等、趣味を
生かした活動や、外出介助、お話し相手、障がい者スポーツの支援といった活動を
ご紹介しています。
①８月 3日㈮ 午後１時30分〜３時30分 ③９月20日㈭ 午前10時〜正午
②９月14日㈮ 午後１時30分〜３時30分
①②あじさい会館 ③南保健福祉センター
①②中央ボランティアセンター
042-786-6181
③南ボランティアセンター
042-765-7085
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
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。

8/24㈮

重点的に
取り組んだ
事業

金澤翔子氏 席上揮毫
泰子氏 講演会

支出合計

金澤翔子さん

市民の皆様からお寄せいただいた義援金を、中央共同募金会を通じて被災地へ
お届けいたします。是非ご協力をお願いいたします。

＜設置期間＞９月28日㈮まで（平日 午前８時30分〜午後５時）
＜設置場所＞あじさい会館１階ロビー、市社協緑区事務所、
地域事務所（城山、津久井、相模湖、藤野）
、南区事務所

あじさい会館
休 館 日

さがみ緑風園では、外出や行事支援を中心に、
身体障がいのある方の余暇支援等のボランティア
を大募集しています！演奏やマジックの披露等趣味
や特技を生かしたボランティアも大歓迎です！
神奈川県立さがみ緑風園（南区麻溝台2-4-18）
神奈川県立さがみ緑風園（担当：荒木）
042-766-2255
042-766-3822

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
人形劇「オオカミと7匹の子ヤギ」
乳幼児から楽しめるミュージカルです！
９月１日㈯ ①午前11時〜 ②午後２時〜
相模女子大学グリーンホール（南区相模大野4-4-1）
1,240名（申込順） ２歳以上1,000円
ひよこ第3保育園（担当：中野）
042-767-5565
申込み後、保育園（南区豊町1-29）
にて費用を支払
※事前購入は、8月31日㈮まで

2,193,150千円

市民の皆様からの賛助会費や寄付金、共同募金等
68,495千円（ 3%）
各種サービスの利用料、飲料水自動販売機売上手数料等 114,572千円（ 5%）
市、県社協等からの補助金、受託金等
901,567千円（41%）
その他（借入金、預金利子、資金残高等）
1,108,516千円（51%）

「平成30年７月豪雨災害」義援金募金箱を設置しています

042-730-3888

ボランティア募集

地域で困りごとを相談、解決できる仕組づくり
高齢者、障がいのある方への権利擁護の推進
経済的困窮者への支援、生活困窮者支援団体への助成事業

収入合計

※入場には、事前にチケットの購入（1,000円）が
必要です。

午後１時15分〜３時30分（午後０時30分開場）
相模原市立あじさい会館１階ホール
あじさい会館管理事務室
042-759-3963

①８月８日㈬、９月２日㈰、10月 １ 日㈪
②８月６日㈪、９月４日㈫、10月10日㈬
③８月６日㈪、９月７日㈮、10月 ２ 日㈫
①〜③いずれも午前10時30分〜正午
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
か対策が見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

平成29年度市社協決算の概要

障がいを考える
〜私たちにできること〜

総務係

①常勤職員
知的障がいのある方の外出支援に係る
コーディネート業務（パソコン入力
あり。）及び外出支援
介護職員実務者研修修了以上
※エクセル・ワードの簡単な操作あり。
※普通自動車運転免許（AT限定可）
月給192,000円〜
介護福祉士資格手当あり。
※その他手当：介護福祉士手当5,000円、
サービス管理責任者手当10,000円
週休２日制 年間休日108日
午前８時〜午後８時のうち８時間程度
（休憩60分）
※土・日曜日・祝日は、原則出勤となります。
試用期間３か月、昇給年１回、賞与
年２回、社保完備、退職金制度あり、
交通費規定内支給
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
②登録パート ガイドヘルパー
知的障がいのある方の外出支援
介護職員初任者研修修了又はヘルパー
２級以上
時給1,150円〜 1,250円
（交通費あり400円／回）
土・日曜日・祝日
午前８時30分〜午後５時位まで
平日２〜３時間程度
※勤務日等、応相談
①、②ともに、
もみの木S（中央区上溝1887-1）
一般社団法人 相模原市手をつなぐ育成会
（担当：柿澤・橋本）
042-759-4310

市民福祉活動交流会

〜まるまるつながりプロジェクト2018 〜

書道家

職員募集

みんないいひと

あじさい会館：８月５日㈰・９月29日㈯
あじさい会館緑分室：９月29日㈯

検索

2,125,901千円

地区社協活動支援、ボランティア育成、福祉教育事業等
ボランティア団体、生活困窮者等支援団体等への助成等
あんしんセンターの運営、成年後見等権利擁護事業等
在宅福祉サービス事業等
経済的困窮者への貸付等
あじさい会館の管理運営
民間福祉施設建設資金貸付
法人運営、事務局運営事業等

203,870千円（ 9%）
58,554千円（ 3%）
37,929千円（ 2%）
294,864千円（14%）
12,161千円（ 1%）
105,490千円（ 5%）
735,137千円（34%）
677,896千円（32%）

自治会に加入しよう！相模原市自治会連合会からのお知らせ

活用しよう！自治会ホームページ
住所からお住まいの自治会が調べられる機能のほか、地域のおまつりやイベントな
ど、最新情報をいち早くお届けします。詳しくは、相模原市自治会連合会 検索

相模原市自治会連合会

042-753-3419
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