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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

※費用が掲載されていない場合は、無料です。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

    ㈱ビーネックスウィズの皆様

ホームページで、詳しく御紹介しています！ 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

　㈱ビーネックスウィズ（中央区南橋本2-9-10佐野裕己代表）は、㈱ビー
ネックスグループの特例子会社として、障がいのある方の「働き甲斐のある」
雇用を創出し、現在、フラワーアレンジメント事業、ステーショナリー事業、
アウトソーシング事業等を展開されています。
　このたび、「市内の高齢者福祉施設にフラワーアレンジメントを飾って
いただき、少しでも楽しんでいただければ」と、45 個の美しい作品に
メッセージカードを添えて御寄付いただきました。

福祉施設の皆様に少しでも
明るい気持ちになっていただきたい！

企業・法人の本業や持ち味を生かした福祉活動⑧

①９月24日㈭　午前10時～ 11時 　②９月25日㈮　 午前10時～ 11時
③９月25日㈮　午後１時30分～ 2時30分
①南保健福祉センター　1階　ボランティア活動室
②緑区合同庁舎　2階　情報交換ルーム
③あじさい会館　5階　ボランティア活動室
①南ボランティアセンター　　　042-765-7085
②緑ボランティアセンター　　　042-775-1761
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事例紹介、活動上の心得などを学びます。
セミナー終了後、希望者を対象に、65歳以上の方のボランティア活動を
応援する「さがみはらふれあいハートポイント」の説明を行います。

毎週木曜日　午後１時～４時　
※祝日・年末年始を除く。　　
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）
不要。お気軽にお立ち寄りください。
042-701-3388　　042-701-3368

「どこに相談していいかわからない」「趣味を生かしたボランティアはないかな」
「とにかく話を聞いてほしい」など、一人で困っていることってありませんか？
福祉に関することから身近なことまで、是非ラウンジでお話しください。

福祉なんでも相談福祉なんでも相談
 一人で悩まないでお気軽に御相談ください！

相談無料 秘密厳守 予約不要

相談時間の
目安は30分

「子ども健やか育成基金」は、身近な地域で、子どもたちの成長を支援する活動に取り組む市民福祉活動団体を支援するための財源です。
新型コロナウイルス感染症の防止対策を進める厳しい状況の中、多くの団体が活動を継続できるよう、温かい御支援をお待ちしています。
▶令和元年度助成実績：助成団体27団体、助成金額5,994,585円（子ども食堂、学習支援、長期休暇中の居場所づくりなど）

　働いているお母さんや子どもたちの力になりたくて、緊急
事態宣言解除後の6月から活動を再開しました。普段は、
地域の皆さんがワイワイと食卓を囲んでいますが、今は、
手づくりのお弁当を子どもたちに配布しています。
　再開に向けて、スタッフの間で話合いを重ね、「少しでも
力になりたい」と皆で張り切っています。(久保田代表)

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、地域の「子ども食堂」や「学習支援」など、“子どもの居場所づくり”への
取組が厳しい状況になりました。このような状況の中、「少しでも子どもたちや子育て世帯を応援したい」と「子ども食堂」
のスタッフから子どもたちへ送られたメッセージや、活動を再開した市民福祉活動団体の取組の一部を御紹介します。

～コロナ禍での子どもたちの居場所～

新磯みんなの食堂　　さくら

　相模台地区自治会連合会の主催で、４年生～６年生に
週１回学習支援を行っています。「学習支援は、もちろん、
子どもたちの大事な居場所だから」と学校再開に合わせて
準備を進めてきました。今は、三密を避けるために子ども
たちの参加を隔週にし、ちょっと煩わしいですが、大人は、
フェースシールドを装着して見守っています。(前田代表)

若草小学校区学習支援センター

市民活動団体を支援！「子ども健やか育成基金」への御寄付をお願いします。

子ども応援

地域デビュー応援します！ボランティアセミナー

半年ぶり
に再開！

みんなのげんきなえがおがみたいなぁ―みんなのげんきなえがおがみたいなぁ―

みんなのげんきなえがおがみたいナァ―

子ども食堂ちゃおのスタッフから

子どもたちへのメッセージ
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あじさい会館
休館日

あじさい会館：８月 2日㈰
９月20日㈰・21日（月・祝）・22日（火・祝）・26日㈯

相模原市社会福祉協議会　広 報2020年（令和２年）　８月１日 235号

ひとりで悩みを抱えないで
ほっとタイム

①８月４日㈫、９月24日㈭、10月10日㈯
②８月３日㈪、９月 4日㈮、10月 3日㈯
③８月は中止　９月10日㈭、10月 8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4小会議室
③南区地域福祉交流ラウンジ
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

高齢者・障がいのある方の生活費の出し入れや公共料金の支払代行等を
行います。
時給1,065円（月～水曜日の週3日）　　普通自動車運転免許
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

市社協非常勤職員
（あんしんセンター生活支援員）募集

令和元年度市社協決算の概要
•地域で困りごとを相談、解決できる仕組みづくりの推進
•生活困窮者支援に取り組む市民福祉活動団体への支援
•高齢者・障がいのある方の権利擁護の推進
•令和元年東日本台風により被災された方々への支援

1,865,392千円収 入 合 計
市民の皆様からの賛助会費や寄付金、共同募金等
各種サービスの利用料、飲料水自動販売機売上手数料等
市、県社協からの補助金、受託金等　　　　　　　　　
その他（借入金、預金利子、前期末支払残高等）

132,053千円
155,164千円
927,427千円
650,748千円

地区社協・ボランティア活動への支援、福祉教育等
生活困窮者社会参加促進活動への支援、生活資金貸付等
子どもの居場所づくりへの支援
成年後見制度利用促進、日常生活自立支援事業等
在宅福祉サービス事業等
あじさい会館の管理運営
民間福祉施設への建設資金の貸付け　
広報紙の発行、収益事業、法人運営事業等　

261,241千円
31,482千円

 10,160千円
47,551千円

238,192千円
112,207千円
614,475千円
475,473千円

　　

1,790,781千円支 出 合 計

重点的に
取り組んだ

事業

第９次相模原市社会福祉協議会
地域福祉活動計画を策定しました！！

　「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、令和２年度から令和５年度の
４か年間を計画期間として、市民を主体に、多様な団体・
機関の連携・協働による地域福祉の推進を目指します。

「困りごとへの気付き」に焦点を当てた居場所など「つながり」の場づ
くりの更なる拡充を目指します。

「子どもの貧困」等の「困りごと」の解決に向けて、市民の立場で取り
組む「子ども・若者支援活動団体」の活動の更なる促進を目指します。

「権利擁護支援の地域ネットワークの構築」に、市社協としても積極
的に参画するとともに、制度の狭間となって「困りごと」を抱えてい
る身寄りのない高齢者等に対し、新たな支援策の構築を目指します。

重点目標３　権利擁護の総合的な支援事業の推進

重点目標２　子ども・若者支援活動団体の連携・協働の促進

重点目標１　小地域の支えあい活動の推進

詳細は、
ホームページを
御確認ください。

自治会に加入しよう！
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

相模原市自治会連合会からのお知らせ

○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
８月25日㈫・９月23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
８月 6日㈭・9月 3日㈭　午後２時～３時　行政書士
８月13日㈭・9月10日㈭　午後２時～３時　司法書士
８月20日㈭・9月17日㈭　午後２時～３時　税理士
８月27日㈭・9月24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）

　「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」、「リフレッシュした
い」など、生後0か月からの
お子さんを対象に地域の方
が見守りや預かり、送迎等
を行 います。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。

8月 7日㈮　午後 1時30分～
8月22日㈯　午前10時30分～
8月26日㈬　午前10時30分～
9月11日㈮　午後 1時30分～
9月19日㈯　午前10時30分～
9月30日㈬　午前10時30分～

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

日時（時間は、1時間半程度） 会　場

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

　65歳以上の皆様が、ボランティア活動を通じて、地域貢献や社会参加をすることで、
より元気になっていただくことを目的とした活動です。
①登録説明会やボランティアセンターの窓口で、登録ができます。
②受入れ協力施設等で活動後、活動時間に応じてスタンプがもらえます。
③年度末に報償金交付を申請いただくと、蓄積スタンプ数に応じて
　報償金（上限5,000円）が支払われます。
詳細は、中央ボランティアセンターまでお問合せください！

svc@sagamiharashishakyo.or.jp
042-786-6181　　042-786-6182

65歳からのボランティア活動を応援します！！
始めませんか？「さがみはらふれあいハートポイント」

賃金 資格

子育て支援の“ファミリー・サポート・センター”入会説明会

専門職による無料相談会を開催します！

御活用ください！
福祉情報ポケット

社会福祉施設や市民福祉
活 動 団 体 等 が 取 り 組 む
イ ベ ン ト、研 修 な ど の
福祉情報を募集しています。
　総務課　企画財政係
　042-730-3888


