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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

※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

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

災害対策や公共の福祉に貢献して半世紀！

企業・法人の本業や持ち味を生かした福祉活動⑪　

　公益社団法人神奈川県LPガス協会相模原支部（齋藤正行支部長URL https://
www.sagamiharalpg.jp/）は、地域の福祉向上のためにと、半世紀にわたって
本会に寄附を続けています。また、相模原市に対しても、災害に強いLP
ガスを燃料とした発電機を、毎年、寄贈しています。
　「会員一同、LPガスの事業者として、継続可能な社会貢献とは何かを考えて
きました。今は、様々な理由で生活が厳しい方々がいらっしゃいますが、少し
でも皆様のお役に立てたら幸いです。」と語られる齋藤支部長。（この続きは、本
会ホームページを御覧ください。）

「えいごであそぼ」講師の
スプーティーさん（左）と
ルパリさん（右）

将来の夢は、キャビンアテンダントと
日本語でスピーチするジョツナさん
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★御利用できる方：相模原市内の福祉事業所で働く方
★相談できること：仕事、家庭、将来に関することなど
★相談料：無料
★相談方法：対面相談・電話相談・オンライン相談
★相談時間：1回当たり 45分程度
御相談は、臨床心理士等のカウンセラーが対応します。

①３月 3日㈬　午前10時～ 11時　②３月３日㈬　午後１時30分～２時30分
③３月11日㈭　午前10時～ 11時
①緑区合同庁舎２階　ボランティア活動室
②あじさい会館５階　ボランティア活動室
③南保健福祉センター１階　ボランティア活動室
①緑ボランティアセンター　　　042-775-1761
②中央ボランティアセンター　　042-786-6181
③南ボランティアセンター　　　042-765-7085
ボランティア活動の基礎知識や心得等を学び、実際の活動を紹介します。
空いている時間に、楽しみながら、地域のために活動してみませんか？

　職場での悩み、新型コロナウイルス感染症によるストレスなど幅広く相談
できます。お気軽にお申込みください。

地域デビュー応援します！ボランティアセミナー地域デビュー応援します！ボランティアセミナー 福祉職場で働く方のメンタルヘルス相談福祉職場で働く方のメンタルヘルス相談

総務課　企画財政係　　042-730-3888　　soumu@sagamiharashishakyo.or.jp

地域福祉のために寄附を行う
神奈川県LPガス協会相模原支部 

齋藤正行支部長（右）

募集職種 賃　金勤務日・勤務時間№ 業務内容
地域福祉推進員
地域福祉支援員

あんしんセンター専門員

あんしんセンター生活支援員

介護認定調査員
(要資格：介護支援専門員)
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２

３

４

５

月～金曜日　午前９時～午後５時
火～金曜日　午前９時～午後３時、又は、午前10時～午後４時

月～金曜日　午前９時～午後５時

月～金曜日のうち週３～４日
午前９時～午後４時
日～土曜日
午前９時～午後７時（調査可能な時間）

月額240,000円
時給 1,115円

月額189,000円

時給 1,065円

１件 4,400円

地区社会福祉協議会及び地区民生委員児童委員協議会の
活動支援に関する業務　等
認知症高齢者や知的・精神に障がいのある方などの日常的
金銭管理や相談援助業務　等

認知症高齢者や知的・精神に障がいのある方などの生活費
のお届けや支払代行業務　等
介護保険申請者宅を訪問し、要介護認定の調査業務

（特に、緑区・南区に在住している方）

外国籍の方、外国にルーツのある方への支援などボランティア活動を希望される方は、
ボランティアセンターにお問合せください。　　ボランティアセンター　　042-786-6181

クリック相模原市社協 検索※勤務内容・時間・場所、応募方法、選考方法等の詳細は、本会ホームページ又は市社協各窓口で配布する共通の募集案内を御確認ください。
　　さがみはら成年後見・あんしんセンター　　中央区富士見6-1-20　あじさい会館2階　　042-756-5034
　募集案内配布場所：市社協窓口（福祉推進課、さがみはら成年後見・あんしんセンター、緑区事務所、城山・津久井・相模湖・藤野の各地域事務所、南区事務所）

　「外国から日本に来て、慣れない生活に戸惑って
いる方々の不便さが少しでも解消されることを願い
ながら、日本語教室を続けています。参加者同士や
私たちとの交流が深まり、地域を好きになっていた
だけることが何よりの喜びです。」と『日本語の
会』代表の吉村登志子さん。1991年にスタートし
た『にほんごの会』は、昨年30周年を迎えました。
　「いろいろな人とふれあい、価値観や生活環境が
異なっても、お互いの違いを知り、理解しようとす
る“心”が大切」との思いから、日本語教室のほか
に、地域の方々に向けて、将来の夢や日本での留学
体験等を発表する「日本語スピーチ」、出身国の歌

や料理を楽しむ交流活動等に取り組んでいます。
　日本語教室に通うインド出身のスプーティーさん
とルパリさんは、「この地域に暮らす一員として
何かできないか。」と会に相談し、講師として子ども
たちに英語を教える「えいごであそぼ」
という新たな取組も芽生えました。
　「地域には、様々な事情を抱えて暮らし
ている方がたくさんいます。そのことに、
自ら気づき、お互いに気づきあえる“心”
を地域で育んでいきたい。」と講師とボラ
ンティアそれぞれの熱い思いが日々の活動
を支えています。

～外国の方々と地域とのつながりづくり～
　「就労」「技能実習」「留学」等により、相模原市においても、外国籍の方、外国にルーツのある
方々が増えつつあります。一方、それぞれの文化、言葉の壁などコミュニケーションの難しさ
から「困りごと」を抱えてしまう方々も増えています。
　南区地域福祉交流ラウンジで、日本語教室を開催するなど、外国にルーツのある方々の地域
とのつながりづくりや居場所づくりに取り組む『にほんごの会』の活動を御紹介します。

～令和３年４月１日 採用の非常勤職員を募集します～
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相模原市自治会連合会　　042-753-3419

自治会に加入しよう！
御存知ですか？自治会連合会ホームページ
見逃した回覧板（地域情報紙）やイベント情報など、
あなたのお住まいの地域の情報が満載です！
相模原市自治会連合会 検索

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
２月24日㈬・３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
２月 4日㈭・3月 4日㈭　午後２時～３時　行政書士
２月12日㈮・3月11日㈭　午後２時～３時　司法書士
２月18日㈭・3月18日㈭　午後２時～３時　税理士
２月25日㈭・3月25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、制度の利用を考えている方（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！

子どもの居場所（学習支援） ボランティア募集！
　身近な地域における「子ども食堂」や「学習支援の場」などの子どもの居場所。
家庭や学校以外に、子どもたちが安心して過ごすことができる場として、市内
でも広く取り組まれています。
　今回は、「学習支援の場」で活動してくださるボランティアを募集します。
学習を通じて、地域の子どもたちの成長を一緒に支えませんか！

　中央ボランティアセンター
　042-786-6181　　042-786-6182
　svc4@sagamiharashishakyo.or.jp

●月に1回、1時間程度から活動できます。
また、経験や資格は、必要ありません。
●上表以外の活動についても紹介可能です。
活動希望の方や、興味のある方は、下記
までお問合せください！

S.I.C無料学習教室の学習風景

○ボランティア大募集中のグループ・団体

毎週火・金曜日
午後５時15分～

毎週月曜日
午後４時 30分～
※祝日は、除く。

毎週月～金曜日
午後４時 30分～
※祝日は、除く。

宮上児童館
（緑区東橋本3-15-9）

清新公民館
（中央区清新3-16-1）

南区相模大野6-15-27

小１～小３の宿題の見守り

小中学生の学習支援
勉強後、夕食を食べます。

主に、外国にルーツのある
中学生の学習支援
（第４月曜日は、公民館休館
のため、お休みです。）

名称 開催日時 場所 活動内容

宮上学習室

S.I.C
無料学習教室

てらこや食堂
ラッキーズ

　あじさい会館前の花壇にビオラが植わり、
彩り豊かになりました。土の入替え、花植え
を行ったのは、「Ｆ・Ｃボランティア」
　あじさい会館のお近くをお通りの際には、
きれいになった花壇を是非、御覧ください。
～ F・Cボランティアの活動紹介～
　国道16号相模原署前交差点四隅の花壇は、
手入れがされ、一年中花が咲き誇り潤いある
交差点となっています。日々の活動は、ボラ
ンティアのスタッフを中心に、就職に向けて自立支援相談窓口等から支援を
受けている方々とともに行われています。

あじさい会館
休館日

あじさい会館：２月７日㈰、３月８日㈪
あじさい会館南分室：２月６日㈯～７日㈰

花植え作業をする
ボランティアのみなさん

市社協 HP

あじさい会館からのお知らせ

　「保育所のお迎えが間に
合わない時に代わりにお願い
したい」、「リフレッシュをした
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。

2月13日㈯　午前10時00分～
2月16日㈫　午後 1時30分～
2月27日㈯　午前10時00分～
3月 4日㈭　午後 1時30分～
3月16日㈫　午後 1時30分～
3月27日㈯　午前10時00分～

緑区合同庁舎
あじさい会館
ユニコムプラザ
緑区合同庁舎
南区合同庁舎
あじさい会館

日時（時間は、1時間半程度） 会　場

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

子育て支援の“ファミリー・サポート・センター”入会説明会

「雨の木」プチマルシェ

２月11日㈭　午前９時～午後４時
２月23日㈫　午前９時～午後４時
日中活動で制作した製品の販売
レインツリー 上溝事業所（中央区上溝1249-1）
レインツリー 上溝事業所（担当：西口（就労継続支援B型））
　042-851-3147
　raintree@tbz.t-com.ne.jp
　コロナ禍ではありますが、感染防止
対策をし、ガーデニング先で剪定した
枝を利用したクラフト商品、畑で育成
した花材を使用したリースを販売いた
します。利用者、職員ともにお待ち
しております。
　また、職員と一緒に作業をして働き
元気になりませんか？
事業所見学の御連絡も
併せてお待ち申し上げ
ております。

３月６日㈯　午後２時～４時　　あじさい会館６階　展示室
子どもの居場所や環境など、子どもを取り巻く「今」を、長年子どもの居場所
に関わる講師による対談からひもとき、今だからこその役割について考えます。
米田佐智子氏（こどもの未来サポートオフィス　代表）
小宮　位之氏（特定非営利活動法人　八王子つばめ塾　理事長）
70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
FAX、メールにてお申し込みの方は、①3/6参加希望、②参加者氏名、③電話番号、
④お住いの地区をお知らせください。

※今後のコロナウイルス感染拡大状況により、開催方法が変更になる場合もあります。

講師

「学ぼう！」子どもの居場所
対談：「今」だからこその役割りと子どもの「今」～

　市内で活動しているNPO、ボランティア等の団体情報を
検索・閲覧できるWEBサイト「相模ボラディア　市民活動団体
情報検索」が、令和３年１月31日をもって終了となりました。
　今後、本サイトに掲載していた情報は、「相模原市社会
福祉協議会」、「さがみはら市民活動サポートセンター」及び

「さがみはら国際交流ラウンジ」のそれぞれのホームページ
内で御紹介します。市社協ホームページには、主に福祉・
医療の分野で活動するボランティア団体の情報を掲載して
いきますので、是非、見にいらしてください。

「市内ボランティア団体検索」のページを開設！
市社協ホームページに

３月21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　会議室

（JR相模原駅セレオ相模原4階）
10名（申込順）　　200円（保険代等）
相模原誘導グループ　ささの会（担当：肥田）
　090-8103-2126（問合せ可）
　ywfjj734@ybb.ne.jp
　ささの会は、市民の皆さんが視覚障
がい者への理解を深め、誘導の基本を
体験することで、転落事故などを無く
し、安心安全の見守り
ができる街になるよう
啓発活動をしています。
活 動 や 講 座 に つ い て
お気軽にお問合せくだ
さい。

視覚障がい者の理解と
誘導入門講座

HP は
こちらから！

※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。
※今後のコロナウイルス感染拡大状況により、変更になる場合もありますのでお問合せください。


