
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
紹介しています。 ①では、アクリルたわし作りのボランティアを体験できます。
①12月13日㈭ 午前10時～正午　　　②１月19日㈯ 午後１時30分～３時
③１月24日㈭ 午後 １時30分～３時
①新磯公民館　②南保健福祉センター　③あじさい会館
　①②南ボランティアセンター　　　 042-765-7085
　③　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。

　近年、地震・風水害・雪害等の自然災害が日本各地で起きていますが、日頃の
備えは、万全ですか。この講座では、全国の被災地支援に携わっている講師をお招き
し、防災力アップを図ります。
１月29日㈫　午後１時30分～４時30分
市民会館　第１大会議室　　100人
講義「被災地では何が起こっていたのか～地域の状況や災害ボランティアの動き～」
及びグループワーク
講師　にいがた災害ボランティアネットワーク　理事長　李  仁鉄 氏
12月３日㈪より、電話、FAX又はEメールにて申込み
中央ボランティアセンター　　042-786-6181　　042-786-6182
svc@sagamiharashishakyo.or.jp

防災力アップ　講座

クリックインタビュー全文は、ホームページで ※1月版は、平成31年１月４日に掲載されます。

　定年退職後、「子どもたちのために何
かできる事はないか」との思いから、子
どもたちが安心して楽しめる『釣り堀遊
び』（魚釣りゲーム）の活動を始め、今年
で15年目を迎えました。毎年夏に、中高
生を対象に開催する『ボランティアチャレ
ンジスクール』でも、ボランティア活動
の受入先として、中高校生の“ボランティ
ア活動”や“市民活動”に対する意識の
醸成に寄与されています。「子どもたちの
喜ぶ顔が見たくて、続けてきました」と、
笑顔がこぼれます。

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

相模原市社協 検索

12・1月12・1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。

野口徹也さん
（南区相模台在住）

　平成５年に、健康普及員（旧藤野
町）として、高齢者サロン「のび
のびクラブ」で健康体操を行って
きた有志が、平成20年に「花みずき」
を結成し活動を継続しています。
　「高齢者のための活動ですが、自分
たちのためにもなっています」と
語るメンバーの皆さん。活動を
通じて、様々な地域へ出向き、多く
の人とのつながりを作ることに、や
りがいや喜びを感じているとのこ
とです。

「花みずき」の皆さん
（藤野地区で活動）

の ぐち やてつ

　相模原市内では、様々な市民福祉活動が取り
組まれています。
　皆さんも、市民福祉活動をきっかけに、“人と
人とのつながりや支えあい” を大切にしながら、
かけがえのない時間を過ごしてみませんか？
　もし、「こんな活動をしてみたい」、「何か始めて
みたい」などのお考えをお持ちの方は、是非、
お問合せください。

市民福祉活動は
人と人を結んでいきます

後ろから車が来ないかしら？
知的障がいのある方の散歩の付添い
安全な外出を支援しながら、楽しい交流
の時間を過ごしています。

体調は、いかがですか？
視力や歩行等に不安がある方の通院を介助
移動中や診察待ち時間での会話も楽しみ
の一つです。

子どもたちから元気をもらっています！
市内に広がる「子ども食堂」
食事に来た子どもたちの笑顔と「おいしい」
の一言が喜びです。

今回は、負けないですよ！
有料老人ホームのレクリエーション活動
将棋や囲碁のお相手は、いつも真剣勝負！
利用者さんから人気があります。

チーム一丸となり、目標に向かいます！
知的又は身体に障がいのある方の
スポーツのお手伝い
一人ひとりの目標に合わせた練習や
サポートを行っています。

市民活動係　　042-756-5098

元気に！楽しく！

生き生きと！
元気に！楽しく！

生き生きと！

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
2018年12月号
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（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
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常勤職員（生活支援員）募集

知的障がいのある方の日中活動支援全般
※主に、木工製品を作っています。
午前８時30分～午後５時30分
※昼休憩60分、月20時間程の時間外勤務あり
高等学校卒業、普通自動車免許
※エクセル、ワード等のPC作業あり
月給180,000円＋処遇改善費
※年齢、経験を考慮／福祉資格手当あり
土・日・祝日、夏期休暇、年末年始
※月２回ほど土曜日勤務あり（代休あり）
試用期間３か月、昇給年１回、賞与年２回、
社会保険完備、交通費規定内支給
NPO法人きこり（中央区共和3-5-6）
042-752-8266

知的障がいのある方の身の回りのお世話
をしていただく仕事です。
①午前６時30分～  ９時　　（時給1,100円～）
②午前６時30分～ 10時　　（時給1,100円～）
③午後３時30分～８時30分（時給1,040円～）
④午後９時30分～午前６時30分
　（実働６時間／１回につき7,500円)
　※①～④いずれかの勤務可、普通自
動車免許あれば尚可、交通費規定
内支給、近隣の方大歓迎！

生活ホームフロイデ（中央区上溝445-17）
生活ホームフロイデ（担当：山口）
042-711-9301（午前８時～10時、午後４時～８時)

グループホーム支援員（パート）大募集

特定非営利活動法人けやきの会
設立10周年記念企画「共にここから」

12月７日㈮ 午後１時～３時30分
市民会館３階　第１大会議室
利用者、職員、来場者の皆様で、けやき
の会の「今まで」と「これから」について
たくさん語らいましょう！
けやきの会　　042-750-7222

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
介護職員初任者研修修了以上
※エクセル・ワード等の簡単な操作ができる方
※普通自動車免許（AT限定可）
月給192,000円～（別途資格手当あり）
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、原則出勤
週休２日制　有給休暇・年末年始休暇
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
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
042-759-4310（担当：柿澤・橋本）

常勤職員募集

「毎月の家計が赤字になりがち」等、家計
のやりくりにお困りの方、ファイナン
シャルプランナーに相談してみませんか。
12月15日㈯、１月19日㈯
午後１時30分～４時20分
けやき会館　会議室　　無料
予約制（１組50分、３組まで可）
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合
045-315-0121
（午前９時～午後２時　※土・日・祝日を除く。)
社会貢献さがみはらチーム

家計自立相談をお受けします

①12月４日㈫、１月 ７日㈪、２月２日㈯
②12月８日㈯、１月15日㈫、２月６日㈬
③12月７日㈮、１月10日㈭、２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、何か対策が見付かるかも
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

あじさい会館　12月28日㈮～１月３日㈭・１月15日㈫
南分室・緑分室　12月28日㈮～１月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
自治会加入世帯証（シール）をご存知ですか？
自治会から加入世帯へ配布しています。自治会に加入したら、
玄関ドアや郵便受けなどに貼りましょう。
 相模原市自治会連合会   検索

12月23日㈰　　 あじさい会館　ホール
【わいわいコンサート】子どもたちと一緒にクラシックを
午前10時30分開場、11時開演（乳幼児同伴歓迎！）
【アフタヌーンコンサート】ゆっくりクラシック鑑賞
午後１時30分開場、２時開演、３時30分終演（入場は、４歳児以上）
全席自由　高校生以上1,000円、中学生以下500円。チケット販売は、
あじさい会館管理事務室、市社会福祉協議会南区事務所・緑区事務所
300名（申込順）　　あじさい会館管理事務室　　042-759-3963

　統合失調症やうつ病などの精神に障がいを
抱える方が書いた詩に、相模原市あじさい
大学の卒業生や市内の中学生が絵を描いた
「さがみハート展」の作品を展示します。
12月５日㈬～ 12月19日㈬
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

★介護認定調査支援員
介護認定調査員への調査依頼、調査書の確認等の管理業務及び介護保険申請
者の要介護認定調査業務（入院先等を含む。）
月～金曜日　午前９時～午後５時（休憩60分、時間外勤務あり）
196,000円（社会保険加入）

★介護認定調査員
介護保険申請者宅を訪問し、要介護認定調査を行う。自宅からの直行直帰
１件 4,320円（交通費を含む。）　　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

音楽のおくりもの  相模原市立あじさい会館

市社協非常勤職員の募集

さがみハート展「ラウンジ巡回展」

クリスマスコンサート2018

チケット
販売中！

OK

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
12月25日㈫・１月22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
12月13日㈭・１月10日㈭　司法書士
12月19日㈬・１月16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

　「子育てをお手伝いしてほしい人」と「子育てをお手伝いしたい人」が会員となって、
地域の中で安心して子育てができるように支援する有償の制度です。保育所・幼稚園・
児童クラブ・習い事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、子育てをお手伝いする「援助会員」になるための講習会を開催します。
講習会（３日間）　　あじさい会館６階展示室　※保育あり（要予約）
・１日目 １月17日㈭ 午前９時30分～午後３時
・２日目 １月18日㈮ 午前９時30分～午後３時30分
・３日目 １月21日㈪ 午前９時30分～午後４時
　ファミリー・サポート・センター　　042-730-3885

地域で子育て応援！ ファミリー・サポート・センター援助会員大募集！！

※サイズは
６×６㎝

援助会員さん
いつも

ありがとう
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相模原市自治会連合会　　042-753-3419

12月19日㈬ 正午～午後１時
あじさい会館１階ロビー
ハンドベル演奏（ほっとさーくる相模
原）、合唱（第２けやき音楽隊）、「お客
さんと一緒に音楽を楽しもう」(Noz)
50名　　不要。直接会場へ
ハンドメイドショップ　バオバブ
042-757-6772

バオバブ
クリスマスロビーコンサート

１月27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。
相模原市民ギャラリー（セレオ相模原4階）
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


