相模原市社会福祉協議会

広 報

「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。
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にこまる

ブログ「にこまるの部屋」でも情報発信中！

検索

にこまるの部屋

先生からの
メッセージ

問題が解けるように
なってうれしかった。

先生に悩みを相談したら、
気持ちが軽くなりました。

をつくる活動を応援しませんか！

予習・復習が
習慣になった！

一生懸命勉強して保育士に
なれたら、先生たちに
報告しに来ます！
人見知りだったけど、
自分から話しかけられる
ようになった。

困難に直面しても全力でぶつ
かっていく経験が、子どもたち
の財産となっていることを感じ
ます。
（無料塾ひばり学校 木谷
公士郎理事長）
塾の勉強だけでなく、精神的に
も成長する場としての役割を大
切にしていきたいです。
（相模原
みのり塾 小布施実穂子代表）

〜子ども健やか育成基金への御寄付を募集します〜
市社協では、
「無料学習支援」等、身近な場所で子どもたちの成長を支援する活動に
取り組む市民活動団体に対して助成を行っています。今回は、
「無料塾ひばり学校」と
「相模原みのり塾」に通い、この春に中学校を卒業した生徒たちの「声」をお届けします。
市民活動団体の取組に対する助成金の財源は、市民の皆様
からの御寄付をもとに、平成28年度に創設した「子ども健やか
育成基金」です。今後も「無料学習塾」の活動が更に広がり、また、
継続的に取り組めるよう、皆様からの御支援をお願いいたします。
＜口座番号＞横浜銀行 相模原駅前支店 （普）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）
※領収書及び報告書を希望される方、その他寄付に関しては、下記に
お問合せください。
042-730-3888
soumu@sagamiharashishakyo.or.jp

熱心に授業に取り組む生徒たち

基礎から専門まで学びたい方へ

基礎講座（全３回）

理解できるまで
教えてくれました！
高校では委員会活動に力を
入れて、先生たちのように
人の役に立ちたい！
とも
ほかの学校の生徒
仲良くなれた！

ボランティア養成講座!!
コース別講座（各コースは、教材費など実費有）基礎講座修了者で希望者
コース名

視覚障がい者への支援

市内在住・在学・在勤の 15 歳以上（中学生は、含みません。）の方
80名（応募者多数の場合は、抽選となります。）
1,500 円（基礎講座実費）＋コース別教材費
は が き、FAX 又 は メ ー ル に て。郵 便 番 号、住 所、氏 名、年 齢、性 別、
電話番号（できれば携帯番号も）
、FAX番号、希望するコースを第2希望まで
記入し、6 月 17 日（月）までに下記に送ってください。
〒252-0236中央区富士見6-1-20 あじさい会館内 相模原ボランティア協会講座係宛
042-759-7982
sagamiva@feel.ocn.ne.jp
認定 NPO 法人 相模原ボランティア協会
042-759-7982（月〜土 午前10時〜午後3時）

高校生になったら、
勉強とバイトを
両立させて頑張ります。

概要（

日
程
火曜日
（9/10・17、10/1・8）
外出時の介助、誘導、施設見学、
木曜日（9/26）
障がい者スポーツ体験（300 円）
※65歳くらいまで・階段を手すりなしで 午後 1 時 30 分〜 4 時 30 分

外出援助
（５回）

）内は、教材費

上がれる人

※10/８のみ午前10時〜正午

活字情報を読む音訳ボランティアの ９月 10 日〜 11 月 19 日の火曜日
音訳
（10/22・11/5 を除く。）
ボランティア 実際（500 円）
※65歳くらいまで・パソコンの基本操作 午前 10 時〜正午
（９回）
ができる人

９月５日〜 11 月７日の木曜日
午後１時 30 分〜３時 30 分
車いすのまま乗降できる車の運転 ７月 27 日〜８月 10 日の土曜日
福祉車両の
午前 10 時〜正午
運転・介助（３回） と介助（無料）※75歳くらいまで
９月２日〜 10 月 21 日の月曜日
高齢者との交流、介護や傾聴について （９ /16・23、10/14 を除く。）
高齢者支援
午前 10 時〜正午
の理解と実習（500 円）
（５回）
点訳（10 回） 点訳の基礎（1,000 円）

内
容
「障がいって何？」
①７月 6日㈯
講師：桜美林大学准教授 谷内 孝行さん
午後1時30分〜 4時30分
「車いす体験と介助」
（あじさい会館６階 展示室）
講師：県立さがみ緑風園職員
日時・場所

「人と人のかかわり」
②７月13日㈯
講師：川崎幸クリニック 臨床心理士 稲富 正治さん
午後１時30分〜４時30分
「視覚障がい者との接し方」
（市民会館２階 第２大会議室）
講師：相模原誘導グループささの会
「各コースの活動を知る」
③７月20日㈯
午後１時30分〜４時30分 「私とボランティア活動（活動経験者のお話）/
パネルディスカッション」
（あじさい会館６階 展示室）

地域デビュー応援します！
ボランティアセミナー
ボランティアセンターでは、登録していただくと、囲碁・将棋の相手等趣味を
生かした活動や、外出介助、お話し相手、福祉イベントのお手伝い、障がい者
スポーツの支援といった様々な活動を御紹介しています。

※10/７施設実習（午前９時〜午後４時）

傾聴ボランティア
（４回）

９月 13 日〜 10 月４日の金曜日
午後１時 30 分〜３時 30 分

訪問傾聴の基礎（1,000 円）

※各コースには、最小催行人数と最大定員があります。
※年齢制限は、技術面又は安全面を考慮した目安です。詳細は、御相談ください。
※各コースは、実際に活動しているボランティア団体、NPO 法人が担当します。
※コース会場は、あじさい会館、市民会館会議室など市役所付近です。

①６月26日㈬ 午前10時〜正午
相模原すみれ園（南区東大沼）
②７月12日㈮ 午前10時〜正午
ボランティアセンターあさみぞ（南区下溝）
③７月25日㈭ 午後 1時30分〜 3時30分 あじさい会館
①②南ボランティアセンター
042-765-7085
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実際の活動、事例の紹介、車いす
体験等。セミナー終了後、65歳以上の方のボランティア活動を応援する
「ふれあいハートポイント事業」の登録説明会も行います。

企業・法人の本業や持ち味を生かした福祉活動②
︵右︶工藤
護 取締役会長
︵左︶為我井康史 取締役社長

株式会社エイト（相模原市中央区）
「自賠責保険」加入が寄付になります！

保護者が交通事故により亡くなられた子どもたちを支援する
ために、自動車損害賠償責任保険の契約1件につき100円を寄付し、
これまでに総額 280,800 円の御協力をいただきました。
工藤 護 取締役会長によると、
「自動車等の保険を取り扱う中で、
交通遺児世帯の役に立ちたいと始めた活動です。お客様一人
ひとりの思いを子どもの成長につなげるために、今後も長く続け
ていきたいです。」とのこと。

ホームページで、詳しく御紹介しています！ 相模原市社協
日時

場所

内容
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定員
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申込み
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検索

メール ※費用が掲載されていない場合は、無料です。

相模原市社会福祉協議会
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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
６月25日㈫・７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
６月 6日㈭・７月 4日㈭ 午後２時〜３時 行政書士
６月13日㈭・７月11日㈭ 午後２時〜３時 司法書士
６月20日㈭・７月18日㈭ 午後２時〜３時 税理士
６月27日㈭・７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（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）

災害ボランティアコーディネーター養成講座〈全２回〉

大 規 模 災 害 時、支 援 活 動 を 行 う た め に 設 置 さ れ る
「災害ボランティアセンター」での活動と、ボランティアの
コーディネートに必要な知識や技術を学びます。

6 月 15 日㈯、16 日㈰ 午前 9 時 30 分〜午後 5 時
南保健福祉センター
市内在住の人
20 人（申込順）
500 円
６月12日㈬までに電話、FAX又はメールにて
※FAX、メールには、
「住所、氏名（ふりがな）
、連絡先、養成講座申込」を記入

防災とボランティアの集い

災害時に備える知識を学んだり、災害ボランティアの体験ができます！
6 月 29 日㈯ 午前 10 時〜午後 3 時 30 分
市立相武台小学校 体育館（南区相武台団地 2-5-1）
300 名（先着順） ※上履きをお持ちください。
不要。直接会場へ

子どもの居場所づくりセミナー

内
容
公開セミナー
「なぜ、いま無料学習塾なのか」

連続講座「無料塾立ち上げゼミ〜
子どもたちの伴走者になろう〜」
講師

日
時
6 月 23日㈰
午後 1 時 30分〜 4 時

定
員
50 名
（申込順）

7 月７日㈰・15日㈪
午後 1 時 30分〜 4 時

50 名
（申込順）

小宮 位之 氏（八王子つばめ塾・淵野辺つばめ塾 塾長）
ソレイユさがみ セミナールーム （緑区橋本 6-2-1）
6 月１日㈯から、電話、FAX 又はメールにて
※FAX、メールには、
「在住地区、氏名、連絡先、
○月○日セミナー申込」を記入
中央ボランティアセンター
042-786-6181
042-786-6182

「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
かり等をお手伝いする「援助会員」を募集します。
※講習会、説明会ともに、要予約
〇援助会員講習会（３日間）
緑区合同庁舎 ※保育あり
１日目 ７月４日㈭ 午前９時30分〜午後３時
２日目 ７月５日㈮ 午前９時30分〜午後３時30分
３日目 ７月８日㈪ 午前９時30分〜午後４時
間

会

みんな集まれ！
第３回なかよし食堂

募集

緑第一障害者地域活動支援センター
（緑区与瀬1010-1）
月曜日〜土曜日のうち、週５日
午前９時〜午後６時
週休２日制（日曜日、ほか）
年末年始休暇、夏期休暇あり
基本給230,000円〜
※諸手当・賞与・昇給あり
施設の管理・運営、職員及び財務の管
理、障がい（主に精神）のある方の日
常生活支援や生活全般についての相談
支援等
精神保健福祉業務の経験者又は業務に
関心のある方(精神保健福祉士・社会
福祉士であれば尚可)、普通自動車運
転免許
※雇用条件や業務等の詳細は、お問合
せください。
１名
下記に電話連絡の上、履歴書を送付
緑第一障害者地域活動支援センター
042-684-5010（担当：中嶋）

６月23日㈰ 正午〜午後３時
高齢者や子ども、地域の方々が集まり、
食事とカラオケを通じて交流を深めます。
清菊園（南区上鶴間７-20-５）
30名（先着順）
200円
電話又はFAXにて
特別養護老人ホーム清菊園（担当：石井）
042-711-6166
042-711-6167

視覚障がい者の理解と
誘導入門講座
6月23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。
津久井中央地域センター（緑区三ケ木414）
30 名（申込順）
200 円（保険代等）
相模原誘導グループ ささの会
080-5413-6909（工藤・問合せ可）
042-749-7830（肥田）
shiga-k223psn@docomo.ne.jp（工藤）

平成30年度共同募金運動・市社協賛助会員会費募集結果

共同募金運動 総額
赤い羽根募金
年末たすけあい募金

54,196,465円
38,387,462円
15,809,003円

（神奈川県共同募金会相模原市支会分）

賛助会員
総額
一般賛助会員会費
法人賛助会員会費

30,217,671円
28,407,671円
1,810,000円

〜ご協力、誠にありがとうございました〜

令和元年度 市社協 事業計画・予算

①地域で困りごとを相談、解決できる仕組みづくり
詳細は、
②市民福祉活動との連携・協働の推進
ホームページを
ご確認ください。
③高齢者、障がい者等の権利擁護
④寄付等を通じた市民・企業等の福祉への参加の促進
市社協は、
「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）
総予算額

令和元年度予算
2,027,824

平成30年度予算
2,051,185

対前年度増減
▲23,361

相模原市自治会連合会からのお知らせ

場

6月 1日㈯

午前10時30分〜

あじさい会館６階第２展示室

6月 7日㈮

午後 1時30分〜

南 区 合 同 庁 舎 ３ 階 講 堂

6月21日㈮

午前10時30分〜

緑区合同庁舎４階集団指導室

相模原市ファミリー・サポート・センター

施設長候補職員

自治会に加入しよう！

※事前に事業について知りたい方が対象
〇入会説明会（約１時間半程度）

時

６月２日㈰ 午前10時〜午後２時
風の谷 やまびこ工房
（中央区田名7236-3）
事業所自主製品の販売、模擬店、演奏
会等
不要。直接会場へ
社会福祉法人 風の谷 やまびこ工房
042-760-1033（担当：大塚）

重点的
な取組

ファミリー・サポート・センター援助会員大募集!!

程

第20回地域交流まつり

知的や身体的に障がいのある方への
介護・支援等（経験・資格不要）
◇午前８時30分〜午後10時の中で、必要に
応じて勤務を依頼（土・日曜日、祝日含む。）
◇1回の勤務時間は、3 〜 8時間
◇個々の都合に合わせた勤務が可能
松が丘園（中央区松が丘1-23-1）
時給1,150円
松が丘園 障害者一時ケア事業
042-758-7835（担当：田中・井上）

svc@sagamiharashisyakyo.or.jp

地域で子育て応援！

日

障害者一時ケア
登録スタッフ 大募集

042-730-3885

自治会大会を開催します。７月６日㈯午後1時30分から、相模原市民会
館において相模原市民吹奏楽団の演奏と地域活動功労者感謝状贈呈式を
行います。どなたでも無料で参加いただけます。是非、お越しください。

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
あじさい会館休館日

あじさい会館：７月１日㈪

042-753-3419
南分室：６月２日㈰
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