相模原市社会福祉協議会

広 報

「社会福祉協議会（社協）」は、市民の皆さんとともに、福祉のまち
づくりを進める社会福祉法に位置付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

未来へはばたく赤い羽根『じぶんのまちを良くするしくみ。』

赤い羽根共同募金運動はじまる！

10月1日から赤い羽根共同募金運動が始まりました。共同募金は、都道府県を単位に、
市民の皆様お一人おひとりにご協力いただき、自分たちの暮らすまち相模原と神奈川県域

で取り組まれる民間の福祉活動を支えるための募金運動です。
募金は、市内の地区社会福祉協議会の活動や生活困窮世帯への支援、子ども食堂など
福祉的課題を抱えている子どもの居場所づくりの取組への助成金、また、県内・市内の
福祉施設の整備費、改修費などに活用されます。

赤い羽根「ありがとう」のメッセージ ピコワークス
障がいのある方々が、印刷関連の様々な技術や技能の習
得を通じて就労を目指す「就労移行支援事業所 ピコワー
（中央区光が丘）では、今年度、共同募金の配分金を
クス」
活用して印刷機を購入しました。
所長の三浦健志さんは、「新しい印刷機は、名刺サイズ
の小さな用紙やカード等に対応でき、金箔のマークも入れ
られます。お蔭で注文の幅も広がりました。操作も簡単な
ため、所員 の 印刷業務 の 入門作業用 としても 活躍 してい
ます。皆様 からの 温 かいご 支援 に 感謝 しています」と 話
されます。

女子サッカー なでしこリーグ１部で活躍中

「ノジマステラ神奈川相模原」も応援しています！

左から田中里穂選手、キャプテンの尾山沙希選手
10月1日のJR相模原駅街頭募金にご協力いただく予定です。

歴代共同募金のポスター展開催！
10月１日（日）〜 14日（土）まで、南区
地域福祉交流 ラウンジ（ボーノ 相模大野
２階）で開催。昭和22年から始まった共同
募金の歴代ポスターを展示します。
右は昭和52年のポスター。モデルは草刈正雄さん

パソコンを使って印刷機（右端）を操作

市内の各所で、地域の方々による街頭募金が実施されます。ご協力をお願いいたします。

シリーズ

若者が語る！

vol.6

福祉のしごと・魅力発信

ぎ

八木

042-730-3888

障がいのある人もない人も一緒に楽しむお祭り！

社会福祉法人 風の谷
第2やまびこ工房
（南区麻溝台）
や

総務係

ほかほかふれあいフェスタ2017

りゅう た

10月14日㈯ 午前10時〜午後3時30分
ウェルネスさがみはら前広場、あじさい会館
ウェルネスさがみはら前広場
バザー、模擬店、大道芸、チアリーディング、ミニSLなど
あじさい会館
視覚障がい者スポーツ、車いす試乗体験、映画上映、音楽演奏など
上映映画：「ぼくはうみがみたくなりました」
（字幕、音声ガイド付き）
自閉症の青年が教えてくれた大切なこととは？心が優しくなれる感動の
ストーリーです。（午後1時20分上映開始 ※車いす席あり）
ほかほかふれあいフェスタ2017実行委員会
042-759-7982

龍太さん

真剣に向き合うからこそ、得られるやりがい
以前は建築関係の仕事に就いていたという八木さん。営業で訪問したお宅で
自閉症のお子さんと出会ったことが、障がい福祉の仕事への転職のきっかけだっ
たそうです。現在は入職して 2 年半、主に重度の知的障がいを伴う自閉症の方
へ日中生活のサポートを行っています。
仕事で大切にしていることは 一人ひとりに真剣に向き合う こと。「自閉症
の方は興味や関心の偏りや、自
分の気持ちを表現することが苦
手な方など、一人ひとり生活上
の課題があります。日々の関わ
りで訴えを理解することが大切
で す。ま た、ご 家 族 と 相 談 し、
家庭での様子も踏まえて関わり
方を考えています。利用者の方
が安心して、楽しく毎日を過ご
せるように試行錯誤の日々です
が、その方に合った支援ができ
たときのやりがいが大きな魅力
です」と笑顔で話されます。
利用者の方を笑顔で見守る八木さん

んも
赤ちゃ ♡
る
楽しめ

オータムコンサート2017

音楽のおくりもの ♪歌の花たば♪

11月19日㈰
あじさい会館 ホール
【第１部】子どもと一緒にクラシックを わいわいコンサート
午前11時〜午後０時20分（午前10時30分開場）
※乳幼児同伴歓迎！０歳から楽しめます！
【第２部】ゆっくりクラシック鑑賞 アフタヌーンコンサート
午後２時〜３時30分（午後１時30分開場） ※幼児同伴での入場は、４歳以上となります。
300人（全席自由、申込順）
1,000円（中学生以下は500円）
チケット販売は、あじさい会館管理事務室、市社会福祉協議会南区事務所、
市社会福祉協議会緑区事務所へ。
あじさい会館管理事務室
042-759-3963
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今月のいいひと 10・11月

市社協のキャッチフレーズである「みんないいひと」の輪が広がるよう、市内の「いいひと」
を毎月紹介しています。※広報紙は偶数月の発行のため毎号、２か月分掲載しています。
どようかい

国 道 16 号 相 模 原 署 前 交 差 点 四 隅
「男の料理 土燿会」の代表を務め、
16 か所の花壇には、いつも彩り豊か
今年の６月からは、城山地区社会福
な花が咲き、行き交う人たちの心を
祉協議会の地域食堂「愛・城ものがた
和ませてくれます。花植えや水やり、
り」で料理の腕前を仲間と一緒に発揮
除 草 な ど を 行 っ て い る の は「F・C
しています。この他にも高齢者施設の
ボランティア」。日々の活動は、ボラ
シ ー ツ 交 換 や 障がい者のプール補助
ンティアのスタッフを中心に、就職
のボランティア活動も行ってきました。
に向けて自立支援相談窓口等から支援
「地域の皆さんとの繋がりを大切に、
伊藤紀子さん を 受 け て い る 方 々 と と も に 行 っ て
野田政夫さん これからも活動を続けていきたいです」
（F・Cボランティア代表） います。
（緑区久保沢在住） と笑顔で話されます。
あい

インタビュー全文はホームページで 相模原市社協
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クリック ※11月版は11月１日に掲載されます。

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

2017年（平成29年） 10月１日

里親フォーラム

広報
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〜もっと知ってほしい里親制度のこと〜

第5回さがみ糖尿病週間行事

里親制度とは、病気や家庭の事情などで保護者と一緒に生活できない子どもを
里親家庭に迎え入れ、愛情と理解をもって養育する公的制度です。市内にも里親を
必要とする子どもたちがいます。子どもの居場所や里親制度の理解を深めませんか。
10月21日㈯ 正午〜午後4時（午前11時30分開場） 杜のホールはしもと
映画「みんなの学校」上映、里親体験談
基調講演「地域で育てる、みんなで育てる」 講師：みんなの学校 初代校長 木村 泰子さん
不要。直接会場へ
相模原市児童相談所
042-730-3500

ふれあいサービス協力会員入会説明会 参加者募集
高齢、障がい、病気などにより日常生活にお困りの方に対し、有料でお掃除や
洗濯、草取りなどの家事援助や通院、散歩の付添いなどを支援していただくふれ
あいサービス協力会員を募集。事前にお電話にてお申込みください。
謝礼 １時間 800円
10月16日㈪

午前９時30分〜

平成30年1月16日㈫

午後１時30分〜

12月13日㈬

午前９時30分〜

平成30年3月12日㈪

午後１時30分〜

11月17日㈮

平成30年2月15日㈭

午後１時30分〜

午前９時30分〜

042-775-8601
042-756-5098
042-765-7065

緑 区：緑区合同庁舎2階・緑区事務所
中央区：あじさい会館2階・市民活動係
南 区：南保健福祉センター 1階・南区事務所

※各区事務所
で毎月実施

ファミリーサポートセンター援助会員募集！
保育所・幼稚園・児童クラブ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、子育てを助け合う会員制の組織です。援助会員（子育て
のお手伝いをしたい人）講習会を開催します。

援助会員講習会

南区合同庁舎３階講堂

保育あり 各日定員５人

１日目：10月25日㈬ 午前９時30分〜午後３時30分
子どもの栄養と食事・子どもの世話・おきやすい事故とその対応・子どもの身体の発育と病気

２日目：10月27日㈮ 午前９時30分〜午後３時30分
子どもの遊び・子どもの心の発達とその問題・保育の心・障がい児の特徴と接し方・登録手続き
※講習会受講前に入会説明をいずれか1日受けていただきます。

入会説明会
日

時

場

所

10月10日㈫ 午前11時20分〜 藤野総合事務所

10月10日㈫ 午後 ２ 時〜

津久井総合事務所

10月13日㈮ 午後 １ 時30分〜 あじさい会館

10月18日㈬ 午前10時30分〜 南保健福祉センター
10月21日㈯ 午前10時30分〜 大野南公民館

保育士、幼稚園・小学校教諭、
看護師などの有資格者は随時
登録可。講習会一部免除あり。
相模原市ファミリー
サポートセンター
042-730-3885

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、福祉施設等での囲碁・将棋の相手など、趣味を活かした活動
や、外出の付添い、お話し相手、障がい者スポーツの支援といった活動を紹介しています。
①10月20日㈮ 午後 １ 時30分〜３時30分 ②10月24日㈫ 午後１時30分〜３時30分
③11月 ９ 日㈭ 午前10時〜正午
①南保健福祉センター（２階情報交換ルーム） ②あじさい会館
③特別養護老人ホームりんどう麻溝（南区麻溝台5-9-30）
042-765-7085
①、③ 南ボランティアセンター
042-786-6181
② 中央ボランティアセンター
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。
③では施設
見学も実施します。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」の説明を行います。

自治会に加入しよう !

自治会は地域福祉の原動力
自治会活動のひとコマ

ふるさとまつり

市自治会連合会

042-753-3419

年に一度の感謝祭！
！
10月１日㈰ 〜７日㈯ 午前10時〜午後５時
あじさい会館１階 ハンドメイドショップバオバブ
市内の施設、作業所に通う、障がいのある
方たちが、様々な活動で作った雑貨やお菓
子等を期間中10％OFFで販売します。
ハンドメイドショップバオバブ
042-757-6772

精神保健ボランティアグループ ひびき
心の健康サポーター講座
11月18日㈯ 〜 12月９日㈯ 毎週土曜日
（４回）及び体験学習（１回）
講座：午後１時30分〜午後３時45分
市民会館２階 第２大会議室
心の病がある人たちに対する正しい理解と
手助けの方法を学び、共に生活していくた
めのボランティアを養成します。
50人（申込順）
500円
11月15日㈬ までに電話にて
中央ボランティアセンター
042-786-6181

10月８日㈰ 午後１時開場
ユニコムプラザさがみはら
大規模災害時の糖尿病対策、運動療法、生活
習慣病と禁煙についての講演やヘモグロビン
A1c測定、糖尿病に関する相談を実施。
120人
不要。直接会場へ
北里大学病院 内科専門外来
042-778-8111

NPO法人じんかれん

第44回「県民の集い」inさがみはら
11月21日㈫ 午後１時〜４時
相模原南市民ホール
精神障がいに関する理解促進を目的に講演
やパネルトーク、フリートークを開催
300人
10月30日㈪ までに電話にて
NPO法人じんかれん
（火・木曜日午前10時〜午後４時）
045-821-8796

ふれあいの集い
12月２日㈯ 開場：午後１時 開演：午後１時30分
相模原市民会館ホール
T.J.PPALによるワンダードラムパフォーマンス
1,270人（申込順）
前売り 大人1,300円 子ども 700円
当 日 大人1,500円 子ども1,000円
12月１日㈮ までに電話にて
ひよこ保育園（担当：熊田） 042-762-1015

災害ボランティアコーディネーター養成講座〈 全２回 〉
大規模災害発生時には、生活支援活動を行うために災害ボランティアセンターが設置され
ます。同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。
11月25日㈯、26日㈰ 午前９時30分〜午後５時
あじさい会館
市内在住の人
20人（申込順） 500円
11月19日㈰までに電話、ファクス、Eメールのいずれかに住所、氏名(ふりがな)、
電話番号、
「養成講座」と書いて中央ボランティアセンターへ
042-786-6181
042-786-6182
svc@sagamiharashishakyo.or.jp

第48回相模原市社会福祉大会 みんないいひとの日

市社協では、「市民みんないいひとの日」として、ボランティア活動やご寄付により
地域福祉に貢献された皆様の表彰と感謝の集い、お楽しみコンサートを開催します。
10月21日㈯ 午後１時30分〜４時
あじさい会館 ホール（入場無料）
第一部 表彰と感謝のつどい 午後１時30分〜
第二部 お楽しみコンサート 午後２時45分〜（予定）
相模女子大学マンドリンクラブ出演
「さがみハート展 プレ企画展」 10月17日㈫〜 23日㈪・あじさい会館ロビー

精神に障がいのある方々が書いた詩を題材に描かれた絵画と詩を一緒に展示するコラボ
レーション展。本展（11月30日㈭〜 12月４日㈪・相模原市民ギャラリー）に先立つ企画
として、作品の一部を紹介。

弁護士による人権や財産に関する無料相談会

成年後見制度の利用や財産・相続・人間関係の困りごとを専門の弁護士に個別相談できます。
毎月第４火曜日（10月24日・11月28日） 一人40分間
①午後１時20分〜２時
②午後２時〜２時40分
③午後２時40分〜３時20分 ④午後３時20分〜４時
あじさい会館２階 あんしんセンター係内 相談室
高齢者・障がい者とその家族
事前に電話申し込み（開催日の前月１日より受付開始）
あんしんセンター係
042-756-5034
休館日 あじさい会館：10月16日㈪ 南分室：10月７日㈯、８日㈰、11月４日㈯、５日㈰ 緑分室：10月21日㈯
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