
インタビュー詳細は、ホームページで

　来店客が獲得されたパチンコ玉等を店内に置いた
募玉箱に寄付していただき、これまでに総額44,221円の
御協力をいただきました。
　鈴木貴幸マネジャーによると、「地域の皆様への恩返しを
したいと始めた取組です。募金ならぬ募玉・募メダルの
取組は、『楽しみながら寄付ができる』とお客様にも好評
です」とのこと。

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

相模原市社協 検索

㈱マルハン橋本台店
パチンコ玉で寄付ができます！

企業・法人の本業や持ち味を生かした福祉活動①

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4月号
227号

（偶数月１日発行）

　「社会福祉協議会（社協）」は、市民の皆様とともに、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 042－730－3888　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
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　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御紹介しています。

①４月19日㈮　午後１時30分～３時30分 ②４月24日㈬　午後１時30分～３時30分
③５月17日㈮　午後１時30分～３時30分 　
①南保健福祉センター　②③あじさい会館
①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。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。

地域デビュー応援します！ボランティアセミナー 南区地域福祉交流ラウンジ
ボランティア講座

　ボランティアに関心のある方必見！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。  ※希望者でまとめの会も
予定しております。

①５月10日㈮　午後２時～４時
　⇒講習(ボランティアの基礎知識、先輩ボランティアのお話など)
②５月11日㈯～６月21日㈮のいずれか１日
　⇒ラウンジに登録するボランティア団体等の活動に参加
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

助成事業等 助成対象団体等 助成金額№ 助成金対象経費

　※詳しくは、ホームページで

子ども健やか育成事業

市民活動応援助成事業

1

2

3

※助成金募集に関するお問合せ：No.1、2⇒中央ボランティアセンター（☎042-786-6181）へ　No.3⇒企画財政係（☎042-730-3888）へ
※皆様からいただいた御寄付が、市民福祉活動団体の応援につながります。御寄付を検討される方は、是非、総務課（☎042-730-3888）へお問合せください。

就労準備支援の場づくり 30万円以内／フードバンク等の運営 30万円以内
（ただし、開催の期間や頻度等により助成上限額を決定します。）

市民対象の研修開催費等 15万円以内／グループ・団体の設立準備 5万円以内
（ただし、事業に要する経費の3分の2が助成上限額になります。）

事業立ち上げ経費 10万円以内／事業継続経費 40万円以内
（ただし、開催の期間や頻度等により助成上限額を決定します。）

賃借料、消耗品費
広報費　など
賃借料、消耗品費
広報費　など

備品購入費、賃借料
消耗品費、広報費　など

就労準備支援やフードバンク等、生活困窮者
の社会参加や自立を支援する団体等

障がい児者や高齢者、子ども、難病患者等を
支援する団体等

子ども食堂や無料学習支援等を通じて、子ども
たちを支援する団体等

生活困窮者支援団体
応援事業

クリック相模原市社協 検索

助成交付団体を
募集します！

　市社協では、市民の皆様からの御寄付等を財源
にした「助成金」を通じて、市民福祉活動団体が
取り組む様々な活動を支援しています。「地域の
福祉課題を解決したい」「市民の力で地域を良くし
ていきたい」という皆様の「思い」をサポート
します。活動資金の調達を検討する団体の皆様、
是非、御相談ください。

市民
の福祉活動を応援！

若年性認知症の方と家族の集いの
活動について、市民の方々への啓発
事業に活用しています。

じゅりの会

食事を通じた誰もが集える場。参加
者募集チラシの作成や食材の購入等
に活用しています。

みんなの食堂ふじみ

自閉症に対する理解を育むため、
会員が制作した絵画や手工芸品の
作品展に活用しています。

相模原やまびこ会

中学生対象の無料学習塾。広くて
勉強しやすい会場の使用料に活用
しています。

相模原みのり塾
企業や農家から提供された食材を
子ども食堂等に届ける際の配送
費用に活用しています。

フードコミュニティ

花壇の手入れを通じた就労困難な
方の社会参加の場です。花や肥料
の購入に活用しています。

FCボランティア

平成30年度、助成金は、57団体で活用されました！！
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申請は、
5/10まで

平成31年度募集一覧

市民活動応援助成事業
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2019年度

相模原市自治会連合会

常勤職員（支援員）募集

精神障がいのある方の日中活動支援全般
や法人内事業の企画・運営に関する業務
①高卒以上、②精神保健福祉士又は
社会福祉士、③普通自動車運転免許
月20万円～ (調整手当、資格手当あり)
月～金曜日　午前８時45分～午後５時
土・日曜日、祝祭日　夏季・年末年始休暇
※土・日曜日出勤の場合は、代休保障
試用期間３か月(労働条件変更なし)、
賞与年２回、社会保険完備、交通費
支給
地域活動支援センター第１けやき
042-750-7222（担当：小笠原）

５月１日に開所予定の地域密着型特別
養護老人ホームです。入居希望者を募集
します。詳細は、お問合せください！
中央区田名8511-１　　29名
有料（金額は、介護度や負担割合により
異なります。）
メール又は電話にて
リバーサイド田名ホーム(担当：佐々木)
042-778-2882
ai-river@gaea.ocn.ne.jp

リバーサイド田名ホーム
「清流さがみ」入居者募集

【無料】パソコン相談会を開催します！

毎週土曜日　午後１時～３時30分
※第５土曜日は、除きます。
総合学習センター 小会議室又はラウンジ
デジカメで撮った写真の編集方法やイン
ターネットの使い方、年賀状の作成方法
など、皆様の疑問にお答えします！
高齢の方、パソコン初心者の方
不要。直接会場へ　
相模原市情報ボランティアJV
042-853-9002（担当：紺野）

５月19日㈰　
①向谷地 生良氏「講演会」
　午前10時～正午
②ワークショップ
　午後１時～３時30分
町田市民ホール 第４会議室　　70名
①、②いずれも、当事者：500円、
一般：3,000円、ウレシパ会員：2,500円
※①、②通しで参加の場合、割引あり
べてぶくろ
　 070-4115-6361
　 bethelbukuro@gmail.com
相模原・町田べてるの集い

ＭＣメディアン主催
べてるの家の当事者研究実践講座 ㏌ 町田

①4月  6日㈯、5月21日㈫、6月  8日㈯
②4月12日㈮、5月  8日㈬、6月  3日㈪
③4月11日㈭、5月10日㈮、6月  4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
認知症の御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！
認知症家族会 友知草の会（担当：富樫）
　 090-7812-5257

ほっとタイム

あじさい会館休館日

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
自治会員専用割引（JichiPass）を御存知ですか？
人間ドックや弁護士相談、サマーランドなど自治会員限定の
お得な割引特典を御用意しております。是非、御利用ください。
（※自治会員専用割引（JichiPass）は、毎年４月に自治会から配布されます。）

5月7日㈫

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
４月23日㈫・５月21日㈫　午後１時20分～４時
高齢者・障がいのある方とその家族（１人40分間)

専門職による無料相談会を開催します！

○司法書士・税理士等による成年後見制度に関する相談会
４月  3日㈬・５月10日㈮　午後２時～３時　行政書士
４月10日㈬ 午後２時～３時・５月17日㈮ 午前10時～ 11時　司法書士
４月17日㈬ 午後２時～３時・５月24日㈮ 午前10時～ 11時　税理士
４月24日㈬・５月31日㈮　午前10時～ 11時　社会福祉士　　
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等（１人30分間）

新たに行政書士・社会福祉士による相談が始まります。

相模原市社会福祉協議会　広 報2019年（平成31年）　４月１日 227号

相模原市自治会連合会　　042-753-3419

不登校などの子どもたちに安心して
過ごせる場を提供しています。お気軽
にお問合せください！ (訪問相談も可)
あなたの悩みに寄り添えますように。
NPO法人フリースクール鈴蘭学園
(中央区矢部3-18-8)
080-6577-1545（中村）
080-6552-4846（石原）
suzuran@s-suzuran-gakuen.org

不登校などでお困りの方、
ご相談ください！

４月21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。
また、当事者のお話を聞くことができます。
あじさい会館３階　研修室
30名（申込順）
200円（保険及び資料代）
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
誘導体験入門講座

①４月  9日㈫ 午前９時30分～ 11時30分
②４月16日㈫ 午前９時30分～ 11時30分
サンエールさがみはら　第2研修室
パソコンが苦手な方に朗報！少人数教室
で、操作の基本から丁寧に御説明します。
自宅のパソコンを持参可能なシニア
の方で、①②両日参加可能な方
15名　　各950円（会場費等）
電話にて（期限：４月８日㈪）
シニアパソコン普及会スエナガ
090-4947-4403（担当：末永）

自宅のパソコン活用講習会（全２回）

「福祉のしごと」の魅力伝えます！
～市社協ホームページで、施設職員の声を紹介～

　若い世代に「福祉のしごと」に興味・
関心を持ってもらうために、高齢、障
がい、児童の三つの分野で働く職員の
「声」を紹介しています。

　高校生、大学生の皆様が将来の進路を
考えるときに、福祉の仕事を知るきっかけ
として活用してください。

相模原市社協 福祉のしごと 魅力発信

●ビデオ「福祉の魅力って何だろう
  ～私が福祉で働く理由」（15分間）
●インタビュー
  「若者が語る！ 福祉のしごと・魅力発信」

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
わない時に代りにお願いした
い」、「リフレッシュをしたい」
など、生後０か月（※）からの
お子さんの見守りや預かり、
送迎等を、地域の方々が支援
します。利用したい、お手伝い
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。

要申込
相模原市ファミリー・サポート・センター
042-730-3885 
famisapo@sagamiharashishakyo.or.jp

日時（時間は、1時間半程度）
４月  5日㈮ 午後  1時30分～
４月13日㈯ 午前10時30分～
４月23日㈫ 午前10時30分～
５月11日㈯ 午前10時30分～
５月23日㈭ 午後  1時30分～
５月28日㈫ 午前10時30分～

会　　場
あじさい会館
緑区合同庁舎
南区合同庁舎
南区合同庁舎
緑区合同庁舎
あじさい会館

ふれあいサービス協力会員入会説明会 参加者募集
　初めての方も歓迎！地域で活動してみま
せんか？高齢、障がい、病気などにより日常
生活にお困りの方の掃除や洗濯、草取りな
どの家事援助や、通院・散歩の付添いなどを
支援するふれあいサービス協力会員（謝礼：
１時間800円）を募集します。20歳以上なら
資格不問です！ 

４月16日㈫
５月16日㈭
６月14日㈮
７月17日㈬
８月19日㈪
９月18日㈬

※各回とも３区にて開催

午後１時30分～
午前９時30分～
午後１時30分～
午前９時30分～
午後１時30分～
午前９時30分～

電話にて
　緑　区：緑区合同庁舎２階・緑区事務所　　　　042-775-8601
　中央区：あじさい会館２階・市民活動係　　　　042-756-5098
　南　区：南保健福祉センター１階・南区事務所　　042-765-7065

日時（時間は、１時間半程度）

広告


