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にこまるの部屋

「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/

台風第 19 号

災害ボランティア
活動報告
令和元年10月12日に本州を通過した台風第19号により、
相模原市内においても緑区を中心に、甚大な被害がもたら
されました。このたびの災害によりお亡くなりになられた
方々の御冥福を心からお祈りするとともに、被災された
皆様に心からお見舞いを申し上げます。

3地区に災害ボランティアセンターを開設

災害ボランティア活動のようす

相模原市では、大きな被害の発生した緑区の津久井地区・相模湖地区・
藤野地区の３地区に、10月17 日から災害ボランティアセンターを開設
し、被災された方々に対するボランティアを中心とした支援活動に取り
組んできました。
３地区の災害ボランティアセンターは、相模原市と相模原市社会福祉
協議会に、地元の公益社団法人津久井青年会議所、津久井商工会青年部、
相模湖商工会青年部、藤野商工会青年部が加わった広範囲な協力体制の
もと、ニーズの把握、ボランティアの受入れや送迎、資材の調達、情報
の発信等々の運営を行ってきました。

3,000 人を超えるボランティアが参加

被災された方や
ボランティアへの
応援メッセージ

（ 神奈川ボーイスカウト連盟
県央支部の子どもたちより （

被災直後から、地元の自治会等の地域のコミュニティによる土砂の
撤去、被災した家財の運び出し等の支援、同じく地域の民生委員・児童
委員によるニーズ把握が開始されました。その後、市内、市外・県外
から延べ3,000人を超えるボランティアによる活動が開始され、こう
した御協力の結果、災害ボランティアセンターに寄せられた約150件の
御依頼に対応することができました。
（11 月 20 日現在）
また、被災現場での作業だけでなく、多くの企業、個人の皆様から
災害ボランティアセンター運営のための支援物資・支援金の御提供も
いただきました。
これまでの間の御支援・御協力に心から感謝申し上げます。

被災された皆様が一日も早く元の生活に戻ることができるよう支援を継続してまいります。
今後とも、御支援・御協力をよろしくお願いいたします。

福祉のしごと相談会 ㏌ さがみはら

⑴相模原市での仕事を希望している方
⑵福祉関係の仕事に興味のある方
⑶実習先を探している方
⑷将来、福祉関係の仕事に就きたいと考えている方
当日、現地にお越しください（受付にて申込みあり）。
松が丘園
042-758-2121

〜障害者支援・高齢者支援の魅力と楽しさをあなたに…〜
１月24日㈮

午後１時〜４時

杜のホールはしもと 多目的室（ミウィ橋本８階）
⑴障がい福祉のしごとについての講演会 ⑵出展法人による1分間PR
⑶しごと相談会（合同説明会方式）

企業・法人の本業や持ち味を生かした福祉活動③
企業・法人の本業や持ち味を生かした福祉活動⑤
村内ファニチャーアクセス相模原店(相模原市南区)

チャリティーセールの売上金の一部を寄付へ！

お買い得品の家具などを豊富にそろえたチャリティーセールの売上金の
一部を「高齢者や障がいの福祉のために」と、昭和62年から、これまでの
32年間で総額34,835,000円を御寄付いただきました。
店長の浅見 英貴さんは、
「お買物をしながら、社会福祉への貢献にも
なるセールは、行列ができるほどの人気です。今後は、チャリティーコン
サートの開催など、さらにお客様に喜んでいただき、また、地域のお役に
良質なソファーやテーブルなどが並ぶ店内 立てる取組を考えていきたいです。
」と話されます。

ホームページで、詳しく御紹介しています！ 相模原市社協
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メール 共 共催 後 後援 ※費用が掲載されていない場合は、無料です。
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介護認定調査支援員・介護認定調査員の募集について
①介護認定調査支援員
介護認定調査の管理業務及び介護保険申請者宅を訪問し、介護認定調査を行います。
賃金 210,000円
介護支援専門員
②介護認定調査員
自宅からの直行直帰で、介護保険申請者宅を訪問し、要介護認定調査を行います。
特に、南区在住の申請者の訪問調査が可能な方を募集します。
賃金 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

専門職による無料相談会を開催します！

○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24日㈫・1月28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）
○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……12月 5日㈭・1月 9日㈭ 午後2時〜 3時
②司法書士……12月12日㈭・1月16日㈭ 午後2時〜 3時
③税理士………12月19日㈭・1月23日㈭ 午後2時〜 3時
④社会福祉士…12月26日㈭・1月30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）
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）

地域デビュー応援します！ボランティアセミナー
①12月10日㈫ 午後 3時〜５時 ②1月22日㈬ 午前10時〜正午
③ 1月28日㈫ 午前10時〜正午 ④1月28日㈫ 午後1時30分〜 3時30分
①特別養護老人ホーム りんどう麻溝（南区麻溝台5-9-30）
②上鶴間公民館（南区上鶴間本町7-7-1）
③緑区合同庁舎 ボランティア活動室 ④あじさい会館 ボランティア活動室
①②南ボランティアセンター
042-765-7085
③ 緑ボランティアセンター
042-775-1761
④ 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と事例紹介、車椅子体験等。なお、①は、
「子どもの学習
支援」を、②は、
「上鶴間地区ボランティア情報」をテーマに開催します。

相模原市社協城山地域事務所の移転のお知らせ
城山総合事務所周辺公共施設の再編に伴い、市社協城山地域事務所が、令和２年
１月６日㈪より、城山総合事務所第１別館３階(緑区久保沢1-3-1)に移転いたします。
※移転後の電話・FAX 番号は、変更ありません。
※城山地区社会福祉協議会や城山地区民生委員児童委員協議会等の
窓口も移転しますので、御注意ください。
市社協城山地域事務所
042-783-1212

どなたでもご参加ください！

令和元年度 「防災力アップ講座」

共

１月14日㈫ 午後１時30分〜４時30分
相模原市民会館 ３階 第１大会議室
相模原市にも甚大な被害をもたらした台風第19号。市内外から多くの協力者が
集まった「災害ボランティアセンター」の活動報告と、改めて、私たちが日ごろ
から何をすべきかを考える講座です。
講師：高山弘毅 氏（榛東村社会福祉協議会学童保育所係長／ Nukiito代表）
100 名（申込順）
中央ボランティアセンター
042-786-6181
042-786-6182
svc@sagamiharashishakyo.or.jp
相模原災害ボランティアネットワーク 後 相模原市

あじさい会館休館日
（12月・１月）

あじさい会館：12月28日㈯〜１月３日㈮・１月14日㈫
南分室・緑分室：12月28日㈯〜１月３日㈮

ひとりで悩みを抱えないで
ほっとタイム
①12月15日㈰、1月10日㈮、2月 8日㈯
②12月 9日㈪、1月14日㈫、2月 5日㈬
③12月 6日㈮、1月 9日㈭、2月10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。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

児童養護施設
中心子どもの家「もちつき」
12月8日㈰ 午前11時から
中心子どもの家（中央区田名10125）
地域の皆様に感謝の気持ちを込めて
開 催 し ま す。お 餅 や 軽 食 は、無 料 で
お召し上がりいただけます。
不要。直接会場へ
中心子どもの家（担当：内山）
042-764-7046

フォローアップ研修
「心に寄り添う傾聴を学ぶ」
1月18日㈯ 午後1時30分〜 3時15分
智泉会はあとぴあ市民交流センター (中央区清新7-4-1)
講師：埼玉学園大学大学院教授 杉山 雅宏氏
傾聴ボランティア活動者・関心のある方
40名 500円
1月8日㈬必着で、往復はがきかＥメー
ルに住所、氏名、電話番号、受講動機、
「心
に寄り添う傾聴を学ぶ」と記入し、傾聴
ボランティアの会相模原（〒252-0236
中央区富士見6-1-20あじさい会館中央
ボランティアセンター内）
keichouvol@gmail.com
070-5014-8311（代表 瀧川）

ありすフェアー 2019冬
12月5日㈭〜 12月7日㈯
午前10時〜午後４時
NPO法人ほっと・ありす工房（中央区横山2-7-8）
障がいのある方の通う事業所による手
織り製品の展示販売を行います。
不要。直接会場へ
NPO法人ほっと・ありす工房（担当：松岡、長森）
042-776-6548

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

OK

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（４歳から入場できます。）
チケット
全席自由。300名（申込順）。高校生以上1,000円、中学生以下500円
販売中！
チケット販売は、あじさい会館管理事務室、市社協南区事務所・緑区事務所
あじさい会館管理事務室
042-759-3963

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。
〇講習会（３日間）
あじさい会館6階展示室 ※保育あり
１日目 １月16日㈭ 午前 9 時30分〜午後3時
２日目 １月17日㈮ 午前 9 時30分〜午後3時30分
３日目 １月20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

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

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
相模原市自治会連合会

検索

042-753-3419
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