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　定年退職後、高齢者や障がいのある
方等の就労支援に携わった経験を地域
社会に役立てたいとの思いから、平成
27年に相模原市が実施する成年後見制
度の市民後見人養成研修に参加。現在、
「市民後見人」として活動されています。
　「誰のための市民後見人かを常に考え、
ご本人が安心して地域の中で生活を
送れるような支援を心掛けています。」と
上村さん。「市民後見人の会さがみはら」
の代表として、成年後見制度の普及啓発
活動にも尽力されています。

日時 場所 内容 対象 申込み 問合せ TEL費用定員 ※費用が掲載されていない場合は、無料です。メール
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2月・3月2月・3月今月のいいひと今月のいいひと 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。

上村 莊平さん
（緑区下九沢在住）

　毎年開催する600
人規模の定期演奏会
の会場に募金箱を設
置して、共同募金に
協力されています。
　相模原市吹奏楽コ
ンクール金賞等の実
績、商店街や病院・
施設等での演奏会に
より、地元のファン
も多くいらっしゃい
ます。

東海大学付属相模高等学校・中等部
吹奏楽部の皆さん

（南区相南）

かみむら へいそう

　誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めるために、企業・法人の方々も、同じ地域に暮らす市民として福祉活動に取り
組んでいます。今回は、創設50周年を迎えた㈱ア・ドマニー（中央区相模原）が老舗料理店としての “技” を生かして福祉
活動に取り組む「チャリティーカレー」イベントを御紹介します。

寄付を通じて
思いを託す
vol.3

Ｑ．「チャリティーカレー」を始めたきっかけは？
Ａ．「企業として地域に貢献するのは当然」という思いと「市民
の皆様に支えていただき、恩返ししたい」という思いから始
めました。

Ｑ．お客様の反応は？
Ａ．「本格的なカレーが楽しめて、チャリティーにもなる一皿」
と喜んでいただいています。

Ｑ．43年間活動を続けてこられた秘訣は？
Ａ．何よりも心待ちにしているお客様がいらっしゃること。取引
業者さんから食材を無償や廉価で提供していただいたり、以
前にアルバイトしていた方がお手伝いしてくださったり、多
くの方々に支えられてきたことだと思います。

Ｑ．これからの活動について一言
Ａ．お世話になっているお客様や取引業者の方々をお招きしたチャリティイベントの企画も
検討中です。私どものような活動が、より多くの企業に広がることが願いです。

シェフ自慢の「カレー」でチャリティー！
　毎年１回、本格的なビーフカ
レーを一杯100円で提供する
チャリティーイベント。売上げ
は、相模原市社会福祉協議会へ
寄付され、43年間継続された
寄付金の累計は、445万4,329円
となりました。

相模原市社会福祉協議会にいただいた御寄付は、市民の方々
による福祉活動を支える貴重な財源となっております。本会の
取組に御賛同いただき、福祉のまちづくりの推進に、是非、
御協力をお願いいたします。

総務課　　042-730-3888
soumu@sagamiharashishakyo.or.jp

　その人らしく、より充実した人生を過ごすため、「お墓やお骨」「相続
や税金」「身の回りの整理」の３テーマについて学びます。

①2月26日㈫ 午後２時～３時30分　　あじさい会館６階 展示室
②2月27日㈬ 午後２時～３時30分　　緑区合同庁舎２階 高齢者交流室
※①、②は、同じ内容です。
①80名　②35名（申込先着順）
終活コンサルタント　安藤　智文 氏（一般社団法人 安藤企画 代表理事）
あじさい会館 管理事務室　　042-759-3963

福祉講座　終活で豊かなセカンドライフを
～人生後半の過ごし方～　パート２

講師 安藤智文さん

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）

○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
２月26日㈫・３月26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　　

専門職による無料相談会を開催します！

○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
２月14日㈭・３月14日㈭　司法書士
２月20日㈬・３月20日㈬　税理士　　午後２時～４時（１人30分間）
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

］

代表取締役社長
志村 英昭さん

「多くの方に支えられている活動です」

募集職種 勤務日時 賃　金№ 応募・選考方法等
◇勤務内容・時間・勤務場所の詳細
市社協各窓口で配布する共通の募集案内で御確認ください。
◇応募期間
２月１日㈮～ 14日㈭ ※郵送のみ受付(2月14日消印有効)
◇選考
○表№１「地域福祉推進員」⇒事務適性検査等による一次選
考（２月21日㈭）と、一次選考合格者を対象とした面接
等による二次選考（３月４日㈪）を実施
○表№２～№５⇒申込書、作文（応募動機）による一次選考と、
一次選考合格者を対象とした面接等（２月25日㈪）を実施

１
２
３

４
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福祉推進課　　中央区富士見6-1-20あじさい会館２階　　042-704-6275　
募集案内配布場所　市社協各窓口（福祉推進課、さがみはら成年後見・あんしんセンター、緑区事務所、南区事務所、城山・津久井・相模湖・藤野地域事務所）

～平成31年４月１日 採用の非常勤職員を募集します～

地域福祉推進員
あんしんセンター専門員
地域福祉支援員

あじさい会館事務員
※月に15日程度勤務

事務局事務補助員

月曜日～金曜日　午前９時～午後５時
月曜日～金曜日　午前９時～午後５時
月曜日～金曜日　午前９時～午後４時のうち、５時間勤務
月曜日～金曜日　午後５時～７時
土・日・祝日　　午前８時45分～午後１時
月曜日～金曜日　午後７時～ 10時
土・日・祝日　　午後５時～ 10時
月曜日～金曜日　午前10時～午後４時

月額240,000円
月額189,000円
時給　 1,080円

時給　 1,029円

時給　 1,029円

※募集内容詳細は、ホームページ（ ）で御確認ください。

ブログ「にこまるの部屋」でも情報発信中！

相模原市社会福祉協議会　広 報
2019年2月号
226号

（偶数月１日発行）

　「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づけられた民間団体です。皆さんからの
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 042－730－3888　FAX 042－759－4382
電子メール　 info@sagamiharashishakyo.or.jp
ホームページ http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/にこまるの部屋 検索にこまるにこまる

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　広告掲載の申込みは、大道舎（042-750-0423）へ。掲載広告のお問合せは、各広告主へ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー　広告掲載の申込みは、大道舎（042-750-0423）へ。掲載広告のお問合せは、各広告主へ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「おでかけ支援」で暮らしを支える！
買物支援（運転等）ボランティア演習

２月18日㈪ 午前10時～午後５時
あじさい会館　６階　福祉研修室
一人では外出が困難な高齢者等の
「おでかけ」を支えるボランティア活動
に必要な基礎知識や心構え等を学び
ます。
50名（先着順）
PC・スマートフォンにて下記アドレス
からhttp://www.kanagawa-ido.net/
申込期限は、２月13日㈬まで
かながわ福祉移動サービスネットワーク
045-534-6718 　 045-472-1710

人付き合いが苦手な方や社会生活に悩
みを抱える方等が集まり、皆で作る居
心地の良い場所「マイマビリィ」。得
意なことを参加者に教えられる方や運
営を手伝ってくれる方を募集します！
また、新規の参加者も随時募集してい
ます。
詳細は、お問合せください！
月１～２回程度
（主に、土・日曜日、祝日）
午後１時～５時（変更すること有り）
南保健福祉センター、大野南公民館
 　090-9843-1030（前田）
 　maetoo300@yahoo.co.jp（前田）

「マイマビリィ」の活動に
参加しませんか！

募集してます！
福祉有償運送スタッフ

高齢者や障がいのある方の買物や通院
等を支援する福祉有償運送スタッフを
募集します。
神奈川高齢者生活協同組合に加入し、
所定の講習を２日間受講の上、自家用
車で活動可能な方
100円／㎞
さがみはらケアステーションあやとり
042-707-1180（担当：大田）

３月２日㈯ 午後１時30分～３時30分
市民会館２階 第２大会議室（開場：午後１時）
精神的困難のある人とない人がつなが
り、豊かな生き方について学び合う場
「リカバリー・カレッジ」の先駆的な
実践をご紹介します。
上記内容に関心のある方　　80名
中央ボランティアセンター
042-786-6181
精神保健ボランティアグループひびき

精神保健福祉普及講演会

２月21日㈭～24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）
相模大野ギャラリー（南区相模大野4-5-1-201）
精神保健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
作品テーマは、「音が聴こえる」です。
不要。直接会場へ
さがみスクラム写真展事務局
042-759-5117

第８回さがみスクラム写真展

３月17日㈰ 午前・午後
相模女子大学グリーンホール（大ホール）
【午前の部】午前11時15分開場/11時30分開演
お子様も一緒に楽しめるミニコンサート
※主に、未就学児童や小学生が対象
【午後の部】午後３時開場／３時30分開演
柔らかな音色のクラシックコンサート
※未就学児童は、入場不可
不要。直接会場へ　 　おとのわ
080-3173-3445（担当：加藤）

第10回ふるさとコンサート
～地元の若手音楽家がおくる春の風～

あじさい会館
休　　館　　日

あじさい会館　２月３日㈰・３月４日㈪
南分室　　　　　２月２日㈯・３日㈰・３月２日㈯・３日㈰

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
ご存知ですか？自治会連合会ホームページ
見逃した回覧板（地域情報紙）やイベント情報など、あなたの
お住まいの地域の情報が満載です！
 相模原市自治会連合会   検索

自分らしく生きるために
～エンディングを考え、これからを豊かに生きる～
　自分で判断できる間に将来のことを考えておくことが大切です。また、自助・
共助・公助について知り、いかに自分の人生を豊かに生きるのかを考えましょう。
終活の大切さと概要を理解し、共助としてのボランティア活動をお伝えします。
３月19日㈫ 午後２時～４時　　 おださがプラザ（南区南台3-20-1）
終活コンサルタント 安藤　智文 氏（一般社団法人 安藤企画）
市内在住・在勤・在学の40 歳以上の方
50名（申込み多数の場合、抽選）
往復はがきにて。往信欄に郵便番号及び住所、氏名、電話番号（できれば
携帯番号も）を、返信欄に住所、氏名を記入の上、送付してください。
（２月28日㈭必着）
送付先：〒252-0236　中央区富士見6-1-20 あじさい会館内
相模原ボランティア協会講座係
下記メールでの申込みも可能です。
相模原ボランティア協会　　 042-759-7982 　　sagamiva@feel.ocn.ne.jp

ボランティアを始める方の地域デビューを応援します！
⑴初めの一歩！　ボランティアセミナーのご案内
　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。
①２月26日㈫ 午前10時～正午　②３月15日㈮ 午後１時～３時30分
③３月27日㈬ 午後２時～４時
①東林公民館　②あじさい会館　③イリーゼ相模大野
　①③南ボランティアセンター　　　 042-765-7085
　②　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。
セミナー終了後、「さがみはらふれあいハートポイント事業」(下段⑵の記
事参照)の登録説明会も行います。

⑵65歳からのボランティア活動を応援！
　「さがみはらふれあいハートポイント事業」のご案内
　65歳以上の皆さんが、福祉施設等でのボランティア活動を通じて、地域貢献や
社会参加をすることで、より元気になっていただくことを目的とした活動です。
①ボランティアセミナー終了後の登録説明会(上段⑴の記事参照)のほか、ボラ
ンティアセンターの窓口でも登録できます(ご要望があれば、出張による
登録説明会も開催）。
②福祉施設等で活動後、活動時間に応じてスタンプがもらえます。
③年度末に報償金交付申請をしていただくと、蓄積スタンプ数に応じて報償金
(上限5,000円)が支払われます。
詳細は、中央ボランティアセンターまでお問合せください！
042-786-6181  　042-786-6182　 svc@sagamiharashishakyo.or.jp

子育て支援の“ファミリー・サポート・センター”入会説明会
　「保育所のお迎えが間に
合わない時、代りにお願い
したい」、「リフレッシュ
したい」など、生後 0か月
からのお子さんを対象に地
域の方が見守りや預かり、
送迎等を行います。お手伝
いしたい人、利用したい人
を対象に入会説明会を行
います。※生後 0～ 3 か月
未満は、保護者がそばにい
ることが条件です。

日時（時間は、1時間半程度） 場　　　所
２月 ６日㈬ 午後 １時30分～
２月16日㈯ 午前10時30分～
２月19日㈫ 午前10時30分～
２月23日㈯ 午前10時30分～
３月 １日㈮ 午後 １時30分～
３月 ９日㈯ 午前10時30分～
３月12日㈫ 午前10時30分～

あ じ さ い 会 館
緑 区 合 同 庁 舎
南 区 合 同 庁 舎
ユ ニ コ ム プ ラ ザ
南 区 合 同 庁 舎
あ じ さ い 会 館
緑 区 合 同 庁 舎

ファミリー・サポート・センター
042-730-3885
famisapo@sagamiharashishakyo.or.jp

要申込
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相模原市自治会連合会　　042-753-3419

３月６日㈬ 午前９時45分～11時45分
ユニコムプラザさがみはら
セミナールーム１
老後を安心して暮らすため、終活や、
いざというときの際に困らないための
準備について学びます。
単身、又は将来に不安を感じている
高齢の方
40名（先着順）
500円
３月１日㈮まで（受付：午前９時～正午）
 　090-2308-2880（升森）
　 090-7844-8025（竹内）
シニア活動の森

おひとり様の終活

まだ元気で、本格的な老人ホームは必
要ないが、家族に迷惑をかけたくない
不安な方にぴったりの住まいです。詳
細は、お問合せください！
２名（先着順）
125,000円/か月～
（福）蒼生会 ケアハウスモモ
（担当：酒井）
042-767-8281

ケアハウスモモ 入居者募集

３月24日㈰ 午後１時30分～４時30分
視覚障がいのある方への接し方と外出時
の基本的な誘導方法について学びます。
緑区合同庁舎２階　高齢者交流室
30名（申込順）　　200円（保険代他）
相模原誘導グループ　ささの会
　 080-5413-6909（工藤・問合せ可）
　 042-749-7830（肥田）
　 shiga-k223psn@docomo.ne.jp（工藤）

視覚障がい者の
理解と誘導入門講座

広告


