
◆令和元年東日本台風による被災者支援に向けた災害ボラン
　ティアセンターの運営支援

令和元年度の募集実績額は、50,218,047円でした。
主に次の市内の地域福祉活動のために活用されました。
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御協力お願いします
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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

大岡薬局（南区相模大野３丁目）
無理なく地域貢献できれば…「福祉の掲示板」を設置！

企業・法人の本業や持ち味を生かした福祉活動⑨

①11月11日㈬　午後 1時30分～２時30分　②11月17日㈫　午後１時30分～２時30分
③11月19日㈭　午前10時～ 11時
①あじさい会館５階　ボランティア活動室
②南保健福祉センター１階　ボランティア活動室
③緑区合同庁舎２階　ボランティア活動室
①中央ボランティアセンター　　　042-786-6181
②南ボランティアセンター　　　　042-765-7085
③緑ボランティアセンター　　　　042-775-1761
ボランティア活動の紹介や、活動上の心得などを学びます。
※セミナー終了後、65歳以上を対象とした「さがみはらふれあい・ハートポイント」
　の説明を希望する方に行います。年間最大5,000円の報償金がもらえる活動です。

　赤い羽根共同募金は、戦後間もない1947年（昭和22年）に「国民
たすけあい運動」という名称で、生活に困った人たちの救済を目的
として行われたのが始まりです。以後、毎年10月から12月にかけて
行われる共同募金運動は、今も続く長い募金活動です。
　現在の共同募金は、「地域福祉の推進」を目的に、
様々な地域の課題解決に取り組む活動や自ら
地域をつくっていく活動を財政面から支える仕組み
として、また、地域の皆さんの優しさや思いやり
を届ける運動として実施しています。

あなたの募金はあなたのまちへ

次の金融機関の口座に共同募金を振り込むこともできます。
振込先口座　①横浜銀行相模原駅前支店　普通預金　0267542　②相模原市農業協同組合中央支店　普通預金　0026048
　　　　　　①②いずれも、口座名義「共募市支会長　戸塚英明」（キョウボシシカイチョウ　トツカヒデアキ）
　総務係（神奈川県共同募金会相模原市支会事務局）　　042-730-3888
　

自治会等を通じた戸別募金や街頭募金、学校・職場等での募金活動に、御協力をお願いいたします。

地域デビュー応援します！ボランティアセミナー

　市社協では、街の身近な場所に「福祉の掲示板」を設置し、様々な福祉情報を
提供する取組を進めています。現在、南区内の薬局、コンビニエンスストア、
銀行、不動産会社、中華料理店など 25 か所に「福祉の掲示板」を設置して
います。「シャッターの外側に掲示板を設置しているので、お店が閉まった
後も、いつでも見ていただけます。通りすがりの高齢者の目にとまりやすい
ように、掲示場所をあえて下の方にしています。今後も、情報発信場所の
一つとして協力は惜しみません」と大岡薬局代表取締役の大岡元さん。

　「保育所のお迎えが間に
合わないときに代りにお願い
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。

10月10日㈯　午前10時～
10月13日㈫　午前10時～
10月29日㈭　午後 1時30分～
11月14日㈯　午前10時～
11月19日㈭　午前10時～
11月26日㈭　午後 1時30分～

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

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

◆22地区社会福祉協議会の活動支援
◆子どもの「居場所づくり」を進める市民福祉活動の支援
◆就労困難な方の社会参加を支える市民福祉活動の支援 「歴代共同募金ポスター展」　10月１日（木）～ 14日（水）

南区地域福祉交流ラウンジ（ボーノ相模大野２階）で好評開催中！

10月1日から全国一斉に共同募金運動が始まります。

～今年度は、コロナ禍でのつながりづくりを支援してまいります。～

赤い羽根共同募金運動に御協力を！
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あじさい会館
休館日

あじさい会館：10月12日㈪
あじさい会館南分室：10月３日㈯、４日㈰、11月７日㈯、８日㈰
あじさい会館緑分室：10月17日㈯

相模原市社会福祉協議会　広 報2020年（令和２年）　10月１日 236号

　子どもは、温かい家庭で愛され、大切に育てられることによって、健や
かに成長していきます。しかし、親の病気や離婚、虐待など様々な事情に
より、保護者と一緒に生活することが難しい状況になってしまうことがあ
ります。そのような子どもたちを家庭に迎え入れて、愛情と理解を持って
養育してくださる方を里親といいます。
　「里子が初めて我が家に来たときには、不安な表情をしていましたが、やがて、
その子が笑顔を見せ始めたことで、私たち自身にも多くの喜びがもたらされ
ることになりました」、「実子と３人暮らしでしたが、愛ら
しい里子の笑顔に、家族が増え、家の中が明るくなり
ました」など里親さんからの声
　10月は、里親月間です。現在、相模原市の里親は69組。
里親は、まだまだ足りていないのが現状です。

　10月24日㈯　午後２時～４時　　相模原市立図書館　中集会室
　メールによる事前申込み　※申込方法の詳細は、市ホームページ「里親制度の御案内」を御覧ください。
　相模原市児童相談所　　042-730-3500

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

■ボランティア大募集中のグループ・団体

○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
10月27日㈫・11月24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
10月 1日㈭・11月 5日㈭　午後2時～ 3時　行政書士
10月 8日㈭・11月13日㈮　午後2時～ 3時　司法書士
10月15日㈭・11月19日㈭　午後2時～ 3時　税理士
10月22日㈭・11月26日㈭　午後2時～ 3時　社会福祉士
親族後見人、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！

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

★介護認定調査支援員
介護認定調査員への調査依頼、調査書の確認等の管理業務及び介護保険
申請者の要介護認定調査業務（入院先等を含む。）
月～金曜日　午前９時～午後５時
月額210,000円（社会保険加入）　　介護支援専門員

★介護認定調査員
介護保険申請者宅を訪問し、要介護認定調査を行う。自宅からの直行直帰
１件 4,400円（交通費を含む。）　　介護支援専門員

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

市社協非常勤職員の募集

里親制度説明会（対象は、相模原市在住の方）

子どもたちの笑顔が、私たち自身にも多くの喜びに！

～もっと知って欲しい、里親制度のこと～

　11月2日㈪～８日㈰
　※詳細は、本会ホームページ（市社協からのお知らせ）で、御確認ください。
　相模原市高齢者福祉施設協議会事務局　　042-707-1136

　　　一般社団法人相模原市高齢者福祉施設協議会
　「介護ウィーク」　～私たちは、地域と共に歩む介護施設です。～

　11月11日は、「介護の日」です。
　相模原市高齢者福祉施設協議会の会員施設では、「介護の日」
に合わせ、地域の方々を対象に介護等をテーマとした講演会や
講習会など、福祉施設が持つ知識・技術を生かして地域貢献
活動に取り組む「介護ウィーク」を開催します。なお、今年度は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からオンライン等に
より実施します。

視覚障がい者の理解と誘導入門講座

11月29日㈰　午後１時30分～４時30分
相模原市民ギャラリー　会議室

（JR相模原駅セレオ相模原4F）
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。
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（肥田）
　ywfjj734@ybb.ne.jp

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！

毎週月曜日
午後3時30分～
※祝日は休み。

毎週土曜日
午前10時～又は
午後1時30分～

毎週日曜日
午後1時～
※第5週は休み。

市営上九沢団地
多目的室

（緑区上九沢4）

デジタルコンテンツ
研究会 矢部研修所

（中央区矢部4-4-9）

相武台公民館
（南区新磯野4-1-3）

小学生の宿題の見守り
遊び相手も歓迎

小4 ～中３の学習支援
生徒1人に講師1人の
個別対応

小中学生の学習支援
見守りや教材配布等、
運営の手伝いも歓迎

くすのき広場
（くすのき学習塾）

さがみはら
みらい塾

名 称 開催日時 場 所 活動内容

無料塾ひばり学校
相武台校

くすのき広場の学習風景

第12回さがみハート展覧会

11月26日㈭～ 11月30日㈪
午前10時～午後5時

（初日：午後1時から、最終日：午後3時まで）
相模原市民ギャラリー

（JR相模原駅セレオ相模原4F）
統合失調症やうつ病などの精神に障
がいがある方が書いた詩を題材に、
相模原市あじさい大学の卒業生や市内
の中学生が絵を描いて、一緒に展示
をします。
不要。直接会場へ
さがみハート展実行委員会
042-759-5117

（地域活動支援センターカミング）
042-701-3932

（南障害者地域活動支援センター（みなみ風））


