
代表取締役社長の大畠雄作さん（最左）
と従業員の皆さん

中央共同募金会ホームページから寄付する方法
トップページの「寄付をする」～「赤い羽根共同募金～自分の町を良くする
しくみ～」を選んでください。
⑴クレジットカード決済による御寄付
　①クレジットカード決済を選択　②寄付先を神奈川県・相模原市を指定
　③2口2,000円以上から寄付することができます。

⑵その他「コンビニ決済」等のインターネットを通じた様々な寄付方法があります。

金融機関から共同募金相模原市支会へ振り込む方法
次の金融機関から寄付金を振り込むこともできます。振込手数料は、無料
振込先口座：横浜銀行相模原駅前支店　普通預金0267542
　　　　　　相模原市農業協同組合中央支店　普通預金0026048
　　　　　　口座名義「共募市支会長　戸塚英明」（キョウボシシカイチョウ　トツカヒデアキ）
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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

にこまるにこまる

ホームページで、詳しく御紹介しています！

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

相模原市社協 検索

企業・法人の本業や持ち味を生かした福祉活動③

　社長をはじめ約90名の社員が、毎月の給料とボーナスの端数分（100円
未満）を積み立て、「保護者が交通事故で亡くなられた子どもたちの支援の
ために」と、平成６年から、これまでの26年間で総額950,000円の御寄付
をいただきました。
　代表取締役社長の大畠雄作さんは、「安全運転の徹底に努めることは、もち
ろんですが、タクシーの運行業務に携わる企業として、従業員一同、交通
遺児の方々の力になれるよう、今後も継続していきたいです。」と話されます。

双葉交通株式会社（相模原市南区）
社員が給与等の端数分を寄付に！

企業・法人の本業や持ち味を生かした福祉活動④

　10月1日から全国一斉に共同募金運動が始まります。共同募金は、地域の
福祉課題の解決に取り組む民間福祉団体への支援を通じて、安心して暮らせ
る地域づくりを推進する仕組みです。
　お寄せいただいた募金は、市内22の地区社会福祉協議会をはじめとする
市民による福祉活動や市社協の事業に活用されます。自治会等を通じた戸別
募金や街頭募金、学校・職場等での募金活動に、御協力をお願いいたします。

　広場では、バザーや模擬店、大道芸やバンド演奏、
アクセサリーづくりやボッチャ体験、親子で楽しめる輪
投げや魚釣りコーナーもあります。あじさい会館内では、
車椅子や点字など福祉体験コーナーがもりだくさん。
スタンプを集めると景品がもらえます。また、ホール
では、手話ダンスや音楽会を行います。
10月12日㈯ 午前10時～午後３時30分
あじさい会館、ウェルネスさがみはら前広場
ほかほかふれあいフェスタ2019実行委員会　　 042-759-7982

ほかほかふれあいフェスタ2019

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
10月23日㈬・11月26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や後見人の業務に関する相談会
①行 政 書 士…10月 3日㈭、11月 7日㈭　午後２時～３時　
②司 法 書 士…10月10日㈭、11月14日㈭　午後２時～３時　
③税 理 士…10月17日㈭　午前10時～ 11時、11月21日㈭　午後２時～３時
④社会福祉士…10月24日㈭、11月28日㈭　午後２時～３時
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(1人30分間)　

障がいのある方もない方も一緒に楽しむお祭り！

チケット
販売中！

12月22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）
300名（申込順）
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
あじさい会館管理事務室　　042-759-3963

OKクリスマスコンサート2019  赤ちゃんと楽しもう！
音楽のおくりもの　相模原市立あじさい会館

平成30年度の募金実績額 54,196,465円の83.5％が、
市内の地域福祉活動のために活用されています。

総務係（神奈川県共同募金会相模原市支会事務局）　 042-730-3888

赤い羽根共同募金運動に御協力を赤い羽根共同募金運動

～自治会等を通じた戸別募金以外でも御寄付ができます～

じぶんの町を良くするしくみ

『22地区社会福祉協議会の活動のために』 『子どもたちの「居場所づくり」活動のために』

『社会参加を支える市民福祉活動のために』

子どもたちへの「福祉教育」の推進
城山地区あけびの会

身近な地域の交流の場「高齢者サロン」の開催
大野南地区中和田サロン

子どもたちの学習を支援　
相模原みのり塾

気軽に集まれる「子ども食堂」
みんなの食堂ふじみ

就労困難な方の社会参加の促進
FCボランティア

子ども食堂や生活困窮世帯に食材等を提供
フードコミュニティ

①常勤職員　②非常勤職員 (介護認定調査支援員)
社会福祉法人相模原市社会福祉協議会　職員募集中！
①…総務課総務係　　042-730-3888　　②…さがみはら成年後見あんしんセンター　　042-756-5034

詳しくは、ホームページを御覧ください。
http://www.sagamiharashishakyo.or.jp



講師

　ファミリー・サポート・センターは「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」を
募集しています。※講習会、説明会は、要予約

相模原市ファミリー・サポート・センター　　042-730-3885 

日　　程
10月 5日㈯
10月 9日㈬
10月17日㈭

時　　間
午前10時30分～
午後 1時30分～
午前10時～

会　　場
南 区 合 同 庁 舎 ３ 階 講 堂
あじさい会館６階第２展示室
ソレイユさがみセミナールーム5

〇入会説明会（約１時間半程度）※事前に事業を知りたい方は、御参加ください。

〇援助会員講習会（３日間）
　　南区合同庁舎（南区相模大野）　※保育あり
　　１日目　10月29日㈫　午前９時30分～午後３時
　　２日目　10月30日㈬　午前９時30分～午後３時30分
　　３日目　10月31日㈭　午前９時30分～午後４時

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!!

子どもの居場所づくりセミナーを開催！

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

里親フォーラム　～もっと知ってほしい里親制度のこと～
　愛情を持って育ててくれる里親を必要としている子どもがいます。
10月20日㈰ 午後１時～４時（午後０時30分開場）
あじさい会館　ホール　
里親説明、里親体験談
基調講演「出会いこそ、生きる力」　講師：サヘル・ローズ氏(女優）
不要。直接会場へ　　 相模原市児童相談所　　 042-730-3500

「介護ウィーク」　～私たちは、地域と共に歩む介護施設です。～
　市内19か所の高齢者福祉施設で地域の方々を対象に介護・成年後見制度等を
テーマとした講演会や施設紹介、栄養・健康相談会など、施設の機能や持ち味を
生かして地域活動に取り組む企画「介護ウィーク」が開催されます。
10月28日㈪～ 11月3日㈰　
※実施内容や申込み方法等については、本会ホームページ(市社協からのお知らせ)
　に掲載しますので、御確認ください。
相模原市高齢者福祉施設協議会　　 042-707-1136

　子ども食堂の立上げを目指す方や勉強したい方、必見！知っておきたい情報や
ノウハウ、市内の取組事例等についてお伝えします。
10月28日㈪　午後1時45分～ 4時15分
ユニコムプラザさがみはら　セミナールーム１
50名（先着順）    中央ボランティアセンター

※FAX又はメールにてお申込みの場合は、件名に「10/28セミナー申込」、本文に
「氏名、電話番号、お住いの地区」を御記入ください。

電話、FAX又はメールにて
042-786-6181　　042-786-6182　　svc@sagamiharashishakyo.or.jp

　学生が関わる子どもの居場所についてのあれこれをお伝えします！
11月22日㈮　午後6時30分～ 8時30分
青山学院大学相模原キャンパス（中央区淵野辺）
須田洋平氏（NPO法人サードプレイス代表理事）　
学生　　30名(先着順）　　中央ボランティアセンター(連絡先は、上記と同様)
右記QRコードを読み取り、専用フォームからお申込みください。

   

あじさい会館
休館日

あじさい会館：10月15日㈫　あじさい会館緑分室：11月30日㈯
あじさい会館南分室：10月５日㈯・６日㈰、11月２日㈯・３日㈰

①子ども食堂編
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大きな災害が起こったときや、日頃安全に安心して暮らすための支えとなる「地域
の力」。その中心的な役割を担っているのが自治会です。この活動は地域の主役で
ある、皆さんの協力で成り立っています。皆さんの力でまちを元気にしましょう。

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

自治会に加入しよう！

地域デビュー応援します！ボランティアセミナー
①10月16日㈬　午前10時～正午　②10月17日㈭　午後１時30分～３時30分
③11月19日㈫　午後１時30分～３時30分　
④11月21日㈭　午後１時30分～３時30分　⑤11月21日㈭　午後２時～４時
①南保健福祉センター 情報交換ルーム　②あじさい会館 ボランティア活動室
③緑区合同庁舎 ボランティア活動室　④ひだまり相武台（南区相武台1-24-14-301）
⑤ドーミー相模原（中央区相模原4-7-10）
①④南ボランティアセンター　　　042-765-7085
②⑤中央ボランティアセンター　　 042-786-6181
③　緑ボランティアセンター　　　 042-775-1761
ボランティア活動の基礎と事例紹介、車椅子体験等。65歳以上
の方は、「ふれあいハートポイント事業」の説明を行います。なお、
④は、相武台地区の、⑤は、小山地区の地域活動(サロンやボラ
ンティアグループ等)についても、お伝えします。

相模原市自治会連合会からのお知らせ

②学生×子どもの居場所「まずは知る」編

発達障がいや子育て支援に
関する講座

男の料理倶楽部

隔月第３日曜日
(次回：11月17日㈰　午前９時～正午)
橋本公民館（橋本駅イオン６階）
手軽な料理から少し手間のかかる料理まで、
優しいプロの指導のもと、皆で楽しみ
ながら覚えます。体験参加も可能です。
料理を始めたい男性（50～ 80歳代の
方、大歓迎）
1,500円　　不要。直接会場へ
男の料理倶楽部　　090-6655-0651

第７回さがみ糖尿病週間行事

11月17日㈰　午後1時～4時
ユニコムプラザさがみはら
(南区相模大野3-3-2)
市民の方を対象に、糖尿病に関する
正しい知識普及のための講演会を開催
します。
120名(先着順)　　　不要。直接会場へ
北里大学病院　内科総合外来
042-778-8111

おひとり様の終活

11月6日㈬　午後1時30分～4時
ソレイユさがみ　セミナールーム2
おひとり様の老後を、いざというとき
に困らず、安心して暮らせるように、
準備・対処すべきことを学びます。
30名（申込順）　　　500円（資料代等）
電話（毎日 午前9時～正午）　
※申込受付は、10月30日㈬まで
シニア活動の森（担当：升森）
090-4106-8830

①生まれてきてくれてありがとうって
　子どもに伝えたいあなたのために
　～ADHDとLDの理解と支援～
10月12日㈯　午後１時30分～4時30分
市民会館　第一大会議室
発達障がいに関心のある方
100名（申込順）　　500円（事前振込）

②大人のADHDについて
　～特性を生かすためにできること～
10月27日㈰　午後２時～５時15分　
ソレイユさがみ　セミナールーム2
当事者やその傾向のある方、御家族、
支援者
50名（申込順）　　500円（事前振込）

③子どものやる気を引き出す言葉かけ　
　～ペップトークの実践～
11月30日㈯　午後２時～4時
おださがプラザ　多目的ルーム
子どもと関わりのある方
50名(申込順)　　500円(事前振込)
①③神奈川オアシス　
②えじそんくらぶの会神奈川eko
090-8506-0714（担当は、いずれも横倉）
※水曜日を除く平日の午後に御連絡ください。
oasisu_semi@yahoo.co.jp　
※申込み期限は、①10月5日㈯、
　②10月19日㈯、③11月22日㈮

児童養護施設
中心子どもの家「秋祭り」

10月20日㈰　午前10時～午後2時
中心子どもの家（中央区田名10125）
地域の皆様に日頃の感謝を込めて、①
子どもたちやボランティアさんによる
出店、②バザー、③出し物等を行います。
不要。直接会場へ
中心子どもの家　　042-764-7046


