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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

「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/
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子どもたちの「出来た！」と
元気な声が励みになります！
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市社協は、市民活動団体とのパートナーシップを通じて
「子ども食堂」や「学習支援」などの子どもたちの
成長を応援する活動を支援しています。
お弁当も
愛情＆栄養満点です！
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子ども食堂

令和２年度「子ども健やか育成事業」で
こんなことができました！

サマーちゃれんじ村では、夏休み中の子どもたちの居場所として
フェイスシールドや缶バッチ制作などの体験プログラム、自由研究、
昼食の時間をみんなで過ごしました。参加した大勢の児童から「楽し
かった ! 」、
「来年も参加したい！」と感想が寄せられました。
最大限の感染予防対策をして実施しましたが、コロナ禍の影響を受け、帰省もできない、
地域や学校のイベントもないなど、楽しみを制限されてしまった子どもたちにかけがえ
のない夏休みの思い出を心の中に残すことができました。
・子どもの居場所づくりに興味・関心のある方は、下記にお問い合わせください。

中央ボランティアセンター 042-786-6181

svc4@sagamiharashishakyo.or.jp

子どもの居場所づくりの活動は、
「子ども健やか育成基金」を財源としています。
「子ども食堂」や「学習支援」等の活動が更に広がり、また、継続的に取り組める
よう、皆様からのご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、下記にお問い
合わせください。
総務課042-730-3888

soumu@sagamiharashishakyo.or.jp

子どもの居場所（学習支援）講師ボランティア募集！
夏休み中の高校生・大学生の皆さん !「 学習支援の場」で活躍しませんか？「子どもとふれあうのが好き」
「教えながら自分も成長したい」
という方はぜひご参加ください！学生でない方も募集中ですのでお問い合わせください！

〇ボランティア募集中のグループ・団体
名 称
開催日時

場

活動内容

所

大島学習教室

毎週木曜日
午後７時～９時

県営大島団地集会所
（緑区大島 11）

外国につながる子どもたちの
学習支援を行います。

光が丘こすじゅく

毎週金曜日
午後４時～６時

光が丘こすもす自治会館
（中央区光が丘 1 丁目 12-8）

地域の子ども会と協力し、小学生の
宿題や自習のお手伝いをしています。

おひさま学級

毎週火曜日
午後４時30分～６時30分

ユニコムプラザさがみはら
（南区相模大野3-3-2bono相模大野サウスモール３階）

小学４～６年生が対象です。夏休みのみ
午後２時 30 分～４時 30 分の活動です。

○月に１回、１時間程度から活動できます。また、経験や資格は不要です。
○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、下記までお問い合わせください！
中央ボランティアセンター
042-786-6181
042-786-6182
svc4@sagamiharashishakyo.or.jp

大島学習教室の学習風景

※コロナ禍以前の写真です。

企業・法人の本業や持ち味を生かした福祉活動③
世界アルツハイマーデー普及啓発イベント

映画

「99 歳

母と暮らせば」

間もなく100 歳になる認知症の母親の人生最終章をより
良く過ごす方法を模索し、奮闘する家族の 1 年間の姿を
記録したドキュメンタリー映画
（谷光章監督作品・2018 年製作・上映時間 92 分）

場所

内容

対象

定員

費用

申込み

問合せ

TEL

参加費
無料！

ファッションショー de
笑顔コレクション
私たちの思いをオレンジにのせて

９月18日㈯ 第１回上映：午前10時・第２回上映：午後１時30分
第２回上映後に谷光監督トークイベント
あじさい会館ホール
１人700円（あじさい会館管理事務室、市社協緑区事務所・南区事務所
で販売するチケットを事前に購入してください。）
あじさい会館
042-759-3963
日時

＜同日開催＞

自分らしい装いを着て、美容師
によるヘアメイクで写真撮影
あじさい会館６階「展示室」
さがみはら認知症サポーター
ネットワーク
042-707-1603
（NPO法人Link・マネジメント内）

メール 共 共催 後 後援

主催 ※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
９月28日㈫・10月26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 5日㈭ ９月 2日㈭ 午後２時～３時 行政書士
８月12日㈭ ９月 9日㈭ 午後２時～３時 司法書士
８月19日㈭ ９月16日㈭ 午後２時～３時 税理士
８月26日㈭ ９月22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）

子育て支援の“ファミリー・サポート・センター”入会説明会
「保 育 所 の お 迎 え が 間 に
会 場
日時（所要時間は、1時間半程度）
合わない時に代りにお願い 8 月 7 日㈯ 午前 10 時 00 分～ 南区合同庁舎
したい」、
「リフレッシュをした
8 月 17 日㈫ 午後 1 時 30 分～ 緑区合同庁舎
い」など、生後 0 か月からの
8 月 27 日㈮ 午前 10 時 00 分～ あじさい会館
お子さんを対象に地域の方
が 見 守りや 預かり、送 迎 等 9 月 4 日㈯ 午前 10 時 00 分～ あじさい会館
を 行 い ま す。利 用した い、 9 月 14 日㈫ 午後 1 時 30 分～ 南区合同庁舎
お手伝いしたい人を対象に 9 月 27 日㈪ 午前 10 時 00 分～ 緑区合同庁舎
・会場の都合によりご家族で代表者１名のみの参加をお願いする場合がございます。
入会説明会を行います。
・定員は、会場により異なります。参加申し込みの際にお問い合わせください。
※生 後 0 ～ 3 か 月 未 満 は、 ・感染症予防の関係で、内容に変更がある場合がございます。
保 護 者 が そばにいること 要申込み 相模原市ファミリー・サポート・センター
042-730-3885
が条件です。
（定員あり）
famisapo@sagamiharashishakyo.or.jp

ひとりで悩みを抱えないで
ほっとタイム

午前10時～ 11時

③９月29日㈬

午後 2時～ 3時

①南保健福祉センター１階

②９月22日㈬

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南ボランティアセンター
②中央ボランティアセンター
③緑ボランティアセンター

042-786-6181
042-775-1761

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。
終了後、65歳以上の参加者には、所定のボランティア活動に対してポイントを
付与する「相模原・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！相模原市自治会連合会からのお知らせ

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

あじさい会館休館日
あじさい会館休館 日（ ８ 月 ・ ９ 月 ）： ８ 月 8 日㈰ 、９月 2 5 日㈯

掃除・洗濯・買い物・食事作り、通院
の介助、話し相手・見守り、産前産後
のお手伝い、お庭の草取りなど。
移動サービススタッフ、ケアマネスタッフ
も同時に募集！
週１日～ OK、１日１時間～ OK
無資格・未経験OK。年齢制限なし
（働く意欲あれば可）
NPO法人ワーカーズ・コレクティブはっぴー
住所 緑区二本松 1-10-22
042-771-8061（担当：田辺）

9月25日㈯
第１部 午前 11時～
第２部 午後 2時～
相模女子大学グリーンホール
劇団銀河鉄道によるファミリーミュージカル
「赤ずきん」
、
「みにくいアヒルの子」
1,240人（先着順） 1,000円（前売り）
ひよこ第３保育園
8月30日㈪まで
042-767-5565

相模原市社会福祉協議会

会長

就任あいさつ

（任期：令和３年６月28日～令和５年６月予定）

市民の皆様には、日頃から本会の活動にご理解ご協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
前戸塚会長の後を引き継ぎ、令和 3 年 6 月 28 日から会長に
就任いたしました。微力ではございますが、誰もが住みやすい
福祉のまちづくりに向け、力を尽くしてまいる所存ですので、
皆様のご協力の程よろしくお願いいたします。
会長 笹野 章央

午後１時30分～２時30分

042-765-7085

訪問介護スタッフ募集！

こども人形劇場

ボランティア活動室

②あじさい会館６階

自家用車やわっかの福祉車両を利用し
て、障がいのある方や高齢者の方など
一人で外出することに不安や困難があ
る方の通院や通学、買物等を支援する
メンバーを募集しています！定年退職
された男性や子育て中の女性など大歓
迎です！（普通自動車運転免許 要）
謝礼 １時間960円（ガソリン代等別途）
NPO法人ワーカーズ・コレクティブわっか（担当：金子）
042-750-1416
wakka0520@hotmail.com

①９月４日㈯、10月16日㈯、11月16日㈫
②９月８日㈬、10月 8日㈮、11月13日㈯
③９月７日㈫、10月12日㈫、11月 9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相模原市民会館 ４階 第4小会議室
③南保健福祉センター２階 情報交換ルーム
認知症のご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
何か対策がみ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

地域デビュー応援します！
ボランティアセミナー

①９月15日㈬

働く仲間大募集

令和３年度 市社協 事業計画・予算
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。

重点的な
取組
総予算額

①コロナ禍における新たな地域のつながりづくり
②「子ども・若者支援活動団体」相互の連携・協働を促進
③高齢者、障がい者等の権利擁護の総合的な支援
④寄付等を通じた市民・企業等の福祉への参加を促進
令和３年度予算

1,717,054千円

令和２年度予算

1,939,961千円

対前年度増減

▲222,907千円

令和２年度 市社協 事業報告・決算
コロナ禍での「人と人とのつながりづくり」をすすめるため、地区社協を
はじめ、地域の皆様、市民福祉活動団体等と情報を共有しながら、高齢者等
の見守りやふれあい活動、子ども・若者の居場所づくりなど、
「新しい生活
様式」に対応した「支えあい活動」の促進に取り組みました。
決算総括

収入総額

1,823,647千円

支出総額

1,756,749千円

収支差額

66,898千円
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