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　「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

相模原市社協　正規職員募集中（６月12日まで）　

※費用が掲載されていない場合は、無料です。

企業・法人の本業や持ち味を生かした福祉活動③「みんなで支えあい　地域の力が育む　人にやさしいまち　さがみはら」
一緒に実現を目指す君の笑顔が見たい！

日時 場所 内容 対象 申込み 問合せ TEL費用 共催 後援 主催定員 メール 共 後

　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、市社協では、研修会や事業、イベントを中止、又は、延期する
場合がございますので、各種行事等に参加予定の方、参加を検討されている方は、市社協ホームページの「新型
コロナウイルスの感染拡大に伴う市社協からのお知らせ」を御確認ください。

　ふれあい・いきいきサロンなど身近な地域の支えあい活動や
「子ども食堂」「無料学習塾」など市民福祉活動団体による子ども・
若者支援活動。このような市民による支えあい活動は、同じく
市民の皆様からの賛助会費によって支えられています。
　賛助会員とは、市社協事業に賛同していただける市民や企業
の皆様に会員として賛助会費を納めていただき、福祉のまち
づくりを推進するための取組を財源面で支えていただくものです。

相模原市社会福祉協議会（市社協）

　市社協に納めていただいた賛助会費のうち、一般賛助会費の50％は、各地区の
募集実績額に応じて、地区社協に配分するなど、より身近な福祉活動の貴重な
財源となっております。多くの皆様からの御支援をお願いいたします。

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

助成事業名 対　象 助成金額№ 助成金の使途（例）

1

2

3

賃借料、消耗品費、
広報費など
備品購入費、修繕費、
消耗品費、広報費など
賃借料、備品購入費、
広報費、配送費など　

障がい児者や高齢者、子ども、難病患者等
の福祉課題に取り組む団体等
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
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

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。）

　広報みんないいひと233号（令和2年4月1日号）で、5月8日（金）を期限に助成交付団体を
募集しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、6月19日（金）まで募集期間を
延長します。詳しくは、本会ホームページの「市社協からのお知らせ」に掲載していますので、
御確認ください。

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。）
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。）

※募集に関するお問合せは、中央ボランティアセンター（　042-786-6181）へ。
※「市民福祉活動の応援のために」と、御寄付を検討される方は、総務課（　042-730-3888）へお問合せください。
　

クリック相模原市社協 検索
助成事業の詳細は、ホームページで

市民の福祉活動を応援！
令和２年度助成交付団体を募集！

6/19まで
募集を
継続

一般賛助会員
（各世帯）

賛助会員の種類 会費年額（一口）

賛助会員の種類

法人賛助会員
（企業や団体等）

200円

10,000円

市民福祉活動団体による子ども・若者支援活動

22地区社会福祉協議会（地区社協）が
取り組む支えあい活動

賛助会員加入のお願い賛助会員加入のお願い福祉の
まちづくりを応援！

詳細は、ホームページで 相模原市社協 検索 クリック

相模原市社協 検索 クリック

三世代交流ふれあい相生（紙芝居）
中央地区社協

サロン福寿草（おしゃべり会）
津久井地区社協

子どもたちの学びの場
相模原みのり塾

子ども立ち寄り学び処　横山
ゼロツウ／テン

東林いこいの広場（食事・交流会）
東林地区社協

子ども健やか
育成事業
生活困窮者支援団体
応援事業

市民活動応援事業
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あじさい会館休館日 あじさい会館：７月６日㈪　あじさい会館南分室：６月７日㈰

相模原市社会福祉協議会　広 報2020年（令和２年）　６月１日 234号

共同募金運動　総額 50,218,047円
　赤い羽根募金 34,863,420円
　年末たすけあい募金 15,354,627円
　（神奈川県共同募金会相模原市支会分）

賛助会費　総額 29,210,244円
　一般賛助会員会費 27,750,244円
　法人賛助会員会費 1,460,000円

令和元年度　共同募金運動・市社協賛助会員会費募集結果

～御協力、誠にありがとうございました～

「みんなで支えあい　地域の力が育む　人にやさしいまち　さがみはら」を
基本理念に、地域福祉を推進していきます。

（単位：千円）
令和２年度予算
1,939,961

令和元年度予算
2,027,824

対前年度増減
▲87,863

総予算額

令和２年度 市社協 事業計画・予算

◇認知症や知的・精神障がい等により
判断能力が不十分な方々を支援する
成年後見制度の利用促進に取り組み
ます。

◇身寄りがない高齢者等の入院、施設
入所の際の支援、本人の死亡時の埋
葬等を支援するサービスの構築に向
けた検討をします。

◇寄付金や社員のボランティア活動等
社会貢献活動の提案をします。

◇広く市民に遺贈の意義や遺贈に係る
手続等の周知に取り組みます。

◇城山、津久井、相模湖及び藤野の
４地区に「ささえあいセンター」を
開設し、令和元年東日本台風（台風
第19号）により被災された方々への
支援と被災された方々を支える地域
づくりを支援します。

◇「（仮称）子ども・若者支援活動団体
連絡会議」を開催します。

被災された方々への福祉的な支援
◇「困りごとへの気付き」に焦点を当

てた「つながり」の場づくりを促進
します。

小地域の支えあい活動の促進

「子ども・若者支援活動団体」
相互の連携・協働の促進

寄付等を通じた市民・企業等の
福祉活動への参加の促進

高齢者・障がい者等の権利擁護

詳細は、ホームページを
御確認ください。

　市社協では、市民の皆様からの御
寄付をもとに、「子ども健やか育成基
金」を創設し、「こども食堂」や「無料
学習塾」など身近な場所で子どもたち
の育ちを応援する市民福祉活動団体
の取組に助成を行っています。
　昨年度、助成金を活用して子ども
の居場所づくりに取り組んだ市民福
祉活動団体から、御寄付をされた方々
への感謝のメッセージが届きました
ので、一部を御紹介します。

令和２年度の重点的な取組

自治会に加入しよう！
活用しよう！自治会ホームページ
住所からお住まいの自治会が調べられる機能のほか、地域のおまつりやイベント
など、最新情報をいち早くお届けします。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

相模原市自治会連合会からのお知らせ

社会福祉法人風の谷　
第21回地域交流まつり　中止

６月７日（日）に開催を予定しておりま
した社会福祉法人風の谷「第21回地域
交流まつり」は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から中止する
ことにいたしました。
御了承くださいますようお願いいたし
ます。
社会福祉法人　風の谷やまびこ工房　

（担当：大塚）
042-760-1033

働く仲間大募集

自家用車やわっかの福祉車両を利用し
て、障がいのある方や高齢者の方など一
人で外出することに不安や困難がある方
の通院や通学、買物等を支援するメン
バーを募集しています！定年退職された
男性や子育て中の女性など大歓迎です！

（普通自動車運転免許　要）
１時間960円（ガソリン代等別途）
NPO法人ワーカーズ・コレクティブわっか（担当：金子）
　042-750-1416
wakka0520@hotmail.com

謝礼児童養護施設職員募集！

様々な事情により家族による養育が
困難な０歳～18歳の子どもたちを
家庭に代わって養育している施設です。
保育士又は児童指導員任用資格
月給184,200円～ 234,360円
１日８時間勤務
４週８休シフト制
賞与年２回、昇給年１回、退職金制度、
社 保 完 備、各 種 手 当（住 宅、扶 養、
通勤、資格、宿直、夜勤）、車通勤可、
有給（７日連続休暇×年３回取得可）
●中心子どもの家（中央区田名10125）
●相模原南児童ホーム（南区新戸905-1）
中心会  総務部

（月～金曜日　午前９時～午後６時）
046-206-4427

「サンクスレター」がつなぐ“子どもの未来”

　市内でも外国籍、外国につながる子ども
たちが増えています。
　日本語に困難を抱える子どもたちは、
学びや日常生活でも困難に直面すること
があります。そのような子どもたちが
自分たちの居場所と考えられる空間、時間、
仲間との関りを経験できたと確信して
います。
　とても感謝しています！！
　ありがとうございます！！

○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
６月23日㈫・７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
６月 4日㈭・７月 2日㈭　午後２時～３時　行政書士
６月11日㈭・７月 9日㈭　午後２時～３時　司法書士
６月18日㈭・７月16日㈭　午後２時～３時　税理士
６月25日㈭・７月30日㈭　午後２時～３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（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）

専門職による無料相談会を開催します！

　今後、市社協では、「子ども健やか育成基金」に御寄付をいただいた方々に
「サンクスレター」をお届けし、市民福祉活動団体の取組の成果や子どもたち
の成長の様子を感謝の気持ちと共にお伝えします。
　子どもの未来を継続的に応援していくために、皆様からの御寄付をよろしく
お願いします。

【御寄付の受付】
○銀行振込又は市社協窓口でも受付いたします。
　〈口座番号〉横浜銀行　相模原駅前支店　（普通）6125454
　〈口座名義〉相模原市社協寄付口（さがみはらししゃきょうきふぐち）
※市社協への御寄付は、税制控除の対象となります。

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

さがみはらインターナショナルクラス（無料学習支援団体）

市内でも外国籍、外国につながる
子どもたちが増えています。


