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「市社会福祉協議会」は、
皆さんの参加と支えあいで
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
民間の福祉団体です。
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本紙は、偶数月20日発行です。

　共同募金は、社会福祉法の第112条に位置付けられた公の募金運動で、毎年1
回、厚生労働大臣の定める期間（10月1日～12月31日）に限って、全国で広く行う
寄付金の募集事業です。この運動は1947（昭和22）年から始められ、行政だけで
は充足しえない、地域福祉を推進する民間福祉事業・活動を応援するための募金
として、全国で展開されています。 
　神奈川県共同募金会相模原市支会（吉本一夫会長）では、自治会、民生委員児童
委員、社会福祉協議会等の会員や役員の方々の理解と協力（ボランティア活動）によ
り、「赤い羽根」「年末たすけあい」の募金運動を進めています。 

共同募金「赤い羽根」「年末たすけあい」運動にご協力を！ 共同募金「赤い羽根」「年末たすけあい」運動にご協力を！ 共同募金「赤い羽根」「年末たすけあい」運動にご協力を！ 
みんなのまちの幸せのために～共同募金運動はじまる 

～配分は地域の民間福祉活動の財源として～ 
　集められた募金は、神奈川県内の児童や高齢者・障害者施設のため、あ
るいは難病を支援する団体や子育て支援団体などの活動のために配分さ
れます。 
［赤い羽根］ 
○地区社会福祉協議会・ボランティア団体等への活動助成 
○県内・市内の社会福祉施設、団体への配分 
［年末たすけあい］ 
○民生委員による要援護・寝たきり高齢者世帯等への配分　 
○障害者地域作業所・障害者グループホーム等への配分 
 

詳しくは「共同募金2008さがみはらだより」チラシか、 
市社会福祉協議会のホームページでご覧いただけます。 

～津久井町地域では365万円の募金実績～ 
 
　津久井町地域では、自治会会員の方々による戸別募金をはじめ、学校の
校内募金、企業等の法人募金・職域募金、地域内の大型小売店舗のご協力
による街頭募金など、様々な形で市民の皆様 
の「民間福祉活動への理解・思いやりの気持 
ち」を募金としてお預かりしています。（昨年 
度津久井町の募集実績は「赤い羽根」284 
万円、「年末たすけあい」81万円でした。） 
 
※法人・企業の方には法人 
　募金もお願いしています。 
　ご協力よろしくお願いします。 

問合せ：共同募金会相模原市支会　津久井町地区分会 
　　　　（市社会福祉協議会　津久井町地域事務所内） 
　　　　電話 042-784-3393

街頭募金の嬉しい一幕。温かな気持ちが伝わります。 

法人・企業の方の「協力店シール」 

移送ボランティアからのお知らせ 移送ボランティアからのお知らせ 
～地域のふれあいを育む機会として 
　　　　　　　　  箱根方面「もみじ狩り」日帰りバスツアー～ 
◎津久井町在住の障害者や高齢者（70歳以上）で外出の機会が少ない方
（杖や介助があれば歩行可能な方）を対象に「もみじ狩り」を企画しました！ 
　定員がありますので、お早めにご相談・お申込みください！！ 

日　 時：11月12日（水） 午前9時～午後5時　　　　 
定　 員：20名　　参加費：1,000円（昼食代を含む） 
申込み・問合せ：10月31日（金）までに移送ボランティア小野沢宛 
　　　　　　電話 042－784－4380　FAX 042－784－4382

パソコンを使って年賀状づくりに挑戦！ 

障害がある方のためのパソコン入門講座（初心者向け）
日　時：11月19日（水）、20日（木）、21日（金）　午後1時～3時 
会　場：城山保健福祉センター 第1会議室 
講　師：パラボラ相模原 
対　象：市内在住の障害のある方 
定　員：10名程度 
費　用：無　料 
申込み・問合せ：相模原市福祉の輪推進委員会 
　　　　　　　（市社協城山町地域事務所）電話 042-783-1212

相模原市ファミリーサポートセンター援助会員募集！ 
　相模原市ファミリーサポートセンターは、安心とゆとりを持って子育てができるように、地域にお
いて助け合う有償の会員制の組織です。保育園・幼稚園・児童クラブ等の開始前後の保育や送迎、
保護者の病気やリフレッシュ時の預かりなど、子育てをサポートします。次のとおり援助会員講習会
（説明会を含む）を開催しますので、是非ご参加下さい。 

☆有資格者（保育士・幼稚園教諭・小学校教諭
・保健師・看護師等）の方は、随時登録可能
で、講習会の一部免除があります。 

内　　容 開　催　日　時 会　　場 

説 明 会 
 

講 習 会 

11/11（火） 午前10時30分～午前11時30分 

11/19（水） 午前9時30分～午後3時30分 

11/21（金） 午前9時30分～午後4時 

津久井 
文化福祉会館 
3階　研修室 

※説明会・講習会参加者のお子様の預かり保育を実施します（要予約） 

申込み・問合せ 
　相模原市ファミリーサポートセンター 
　電話：042-730-3885 
　E-mail:famisapo@sagamiharashishakyo.or.jp
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介護予防はじめて教室 介護予防はじめて教室 介護予防はじめて教室 
～高齢者のグループや高齢者の支援を行う団体の皆様へ～ 

　お元気な方はいつまでもお元気で過ごせるように、ちょっと元気がない方にはもう少し元気になってい
ただくきっかけとしてご利用ください！ ご要望に応じて出張します。 
主な内容　元気で過ごす秘訣と工夫・・・一口アドバイス 
　　　　　頭　　の　　体　　操・・・脳力トレーニング 
　　　　　身体ほぐし、筋力アップ・・・筋力トレーニング 

申込み・問合せ：津久井地域包括支援センター　電話 042－780－5790

基本時間は 
１時間30分程度です 

一緒に取り組んで 
みませんか？ 

やすらぎステーション やすらぎステーション やすらぎステーション やすらぎステーション 
11月・12月の予定 11月・12月の予定 

やすらぎステーションは、地域の方々と高齢者との交流の場です。
楽しいひとときを過ごしています。どうぞ、お気軽に参加ください！ 

やすらぎステーションの送迎等については、津久井町地域事務所（電話 042-784-3393）まで問い合わせください。 

 地　区 日にち 時　　間 場　　所 

 青 野 原 10日（月） 10：00 ～ 11：30 青野原小学校  青 野 原   8日（月） 10：00 ～ 11：30 青野原小学校 

 三井 名手 29日（火） 11：00 ～ 1:30 三井地域センター  三井 名手 21日（日） 11：00 ～ 1：30 三井地域センター 

 地　区 日にち 時　　間 場　　所 

 小　　網 16日（火） 1：00 ～ 2：30 小網地域センター  小　　網 25日（火） 1：00 ～ 2：30 小網地域センター 

 中　　野 15日（月） 1：30 ～ 3：00 仲町（自） 

 又　　野   2日（火） 1：30 ～ 3：00 又野（自） 

 中　　央 16日（火） 1：30 ～ 3：00 中央地域センター 

 鳥　　屋 15日（月） 1：30 ～ 3：00 馬石（自） 

 青　　根   1日（月） 1：30 ～ 3：30 荒丸（自） 

 中　　野 10日（月） 1：30 ～ 3：00 川坂（自） 

 又　　野   4日（火） 1：30 ～ 3：00 又野（自） 

 中　　央 18日（火） １：30 ～ 3：00 中央地域センター 

 串　　川   9日（火） 10：00 ～ 11：30 根本（自） 

 鳥　　屋 17日（月） 1：30 ～ 3：00 道場（自） 

 青　　根   7日（月） 1：30 ～ 3：30 青根公民館 

■11月　やすらぎステーション予定表 ■12月　やすらぎステーション予定表 
※表の（自）は自治会館の略 

お 休 み で す 

 串　　川 18日（火） 1：30 ～ 3：00 長竹（自） 

お 休 み で す 

地区社協青根支部（加藤伝五支部長）では、各自治会長、民生委員児童委員、婦人会長、福祉推進員、ボランティア
等の方々を役員に迎え、子どもから大人まで誰もが暮らしやすい福祉のまちづくりに向けて、取り組んでいます。
「青根の人口は約600人。津久井町の中でも一番人口規模が小さな地域ですが、自然豊かなこの地域に皆、愛着と誇

りを持っています。」と、語るのは加藤支部長。「子どもから大人まで、気さくにあいさつをする地域です。皆、子ども
の頃から住民同士でふれあって、生活していますから。」と、地域の強い「絆」を強調されます。
青根支部でも地域高齢者向けの「やすらぎステーション」事業を行っていますが、こうした地域の強い絆をもとに、

青根小学校・中学校の生徒との交流も盛んです。「生徒数も少ないのかもしれませんが、その分、生徒全員しっかりと交
流しながら『ふくし』について感じ・考えられる機会があるのも、青根ならではの強みかもしれませんね。」と、少人数
の有利さも支部長は語られます。

地区社協地区社協の支部活動紹介支部活動紹介  （⑨青根支部） 

子どもと一緒に楽しみながら地域のふれ
あいを育む～やすらぎステーションより

点字版・録音版広報紙を
発行しています！

社協さがみはらみんないいひと「つく
いだより」の点字版・録音版広報を発行し
ています。
電話で申し込んでいただければ、自宅に

郵送でお届けいたします。（郵送代等の負担
は一切ありません）
ご近所、お知り合いの目の不自由な方に

お伝えください。
○申込み・問合せ　電話 042-784-3393

平成19年度の青根支部やすらぎステーションへの参加者は子どもを含めると延べ791名でした。「月平均65名。住民の10人に一人は毎月社協の事業に参
加いただいています。少子・高齢化社会にあって、小地域の住民活動について、何がしかのお役立ちできたら、役員一同こんなに嬉しいことはないですね。」
と皆で地域を支える気概を感じさせていただきました。
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