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「市社会福祉協議会」は、
みなさんの参加と支えあいで
福祉のまちづくりをすすめる
社会福祉法に位置づけられた
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。

暖かな季節季節と共に・ふくしのボランティア活動ア活動はじめてみませんか 暖かな季節と共に・ふくしのボランティア活動はじめてみませんか 

  ボランティア活動には、自分探し（自分らしく生きることの発見）の一面があり
ます。時間も内容もムリせず、できる範囲で始めてみることをお勧めします。 
　つくいボランティアセンターでは、さがみはらボランティアセンターと連携す
ることで、津久井町域をはじめ、相模原市内全域の福祉ボランティア活動・講座
のご案内をしています。年1回のボランティア活動も大歓迎です。お気軽にお
問合せください。 

　ゴールデンウィークも直前の、春本番の季節がやってまいりました。この春
から様々なことに挑戦されている方も多いことでしょう。 
　相模原市社会福祉協議会では、市民のみな様の参加と協力による「ふく
しのまちづくり」を推進するために、今年度も様々な福祉講座・ボランティア
活動の紹介を行い、住民手作りの地域福祉活動を推進し、応援します。 

年1回から毎週まで 年1回から毎週まで ～様々なボランティア活動が～ 

　「ボランティア活動に興味があるけれど、自分に何ができるのかわか
らない」「サークルで練習した楽器演奏を福祉施設等で披露したい」
などボランティアに関心のある方や団体が、登録をしていただく市民み
んなのボランティア登録制度です。個人や団体のボランティア要請に
応じて、活動のご紹介をさせていただきます。 

●個人に依頼している活動 
　高齢者・障害者の通院等外出の付添い、お話し相手、囲碁・将棋の相
手、障害児者の遊び相手、施設のイベントお手伝い、書道・絵手紙等の
指導・補助など 

●団体に依頼している活動 
　施設等で手品や楽器、フラダンス等の披露・指導など 

●登録出来る方 
　市内在住・在勤・在学の高校生以上の方と、市内で活動する団体 
　（登録費用は無料） 

いるかバンクに登録しましょう！ いるかバンクに登録しましょう！ いるかバンクに登録しましょう！ 
　家族の休息・本人の余暇支援を目的に、障害児者と共に遊
び、学び合いませんか。一緒に過ごす短い時間の中でも、あな
ただけの「何か」を発見することができるかもしれません。 
●どようびクラブ：毎月第2土曜日に開催 
●青  年  学  級：毎月第4土曜日に開催 

子どもたちと一緒に遊ぶことが得意な人大募集 子どもたちと一緒に遊ぶことが得意な人大募集 

　つくいボランティアセンターでは、津久井町地域を中心
にボランティア活動をする福祉ボランティアグループの活
動を応援しています。 
●点灯むしの会（点字・点訳グループ） 
●矢車草の会（車イスダンスグループ） 
●山ゆり会（手話グループ） 
●うぐいす（要約筆記グループ）　 
●移送ボランティア（移動困難者の外出支援） 
●手作り＆リメイク青い鳥（リサイクル収益金を地域福祉に還元） 

一緒にボランティア活動してみませんか!?一緒にボランティア活動してみませんか!?

問合せ　つくいボランティアセンター（市社協津久井町地域事務所内） 
　　　　　電話：042－784－3393　FAX：042－784－6142

各グループの見学も 
歓迎です。お気軽に 
お問合せください。 

平成20年度ふれあい交流会の開催 （津久井町地区社協事業） 

日　時　5月12日（月） 又野・串川・鳥屋地域の方 
　　　　5月16日（金） 三井名手・小網・中野・中央・ 
　　　　　　　　　　　青野原・青根地域の方 
参加費　本人・付添の方とも一人500円 
対　象　身体障害者手帳（1～2級）をお持ちの方 
申込み　4月25日（金）までに 
　　　　津久井町地区社会福祉協議会まで　電話：042-784-3393

締切迫る！リフト付
バスを利用して横
浜方面へ。車いす
利用の方も参加で
きます。詳細はチラ
シで確認ください。 

～ふれあいサービス基礎研修会の開催（6月開催）～ 
　ふれあいサービスは、高齢や障害などにより家事援助（調理、掃除、買物
など）・介助を「必要とする方」(利用会員)と「支援する方」（協力会員）が
会員方式で実施する有料の家事援助・介助サービスです。（年会費
1,000円）協力会員として登録いただくための基礎研修会を開催します
ので、ぜひご参加ください。 

対　象　市内在住の20歳以上で、2日間 
　　　　の研修を全日程受講できる方 
参加費　無 料  
申込み　ふれあいサービスセンターまで 
　　　　電話：042-756-5034 

1日目 2日目 会　場 

6/24(火)

午前9時30分～午後4時 

6/25(水) あじさい会館6階 

福祉研修室 

点訳講習会 
参加者募集 

点字を覚えて 
点訳をするボランティアを 
目指してみませんか。 

日　　時　5月13日～7月15日の毎週火曜日（全10回）　午前10時～正午 
場　　所　津久井文化福祉会館 3階研修室C 
参 加 費　2,000円（テキスト代等実費） 
定　　員　20名（初心者の方のための講習会です） 
申込み・問合せ　4月25日（金）までに 
　　　　　　つくいボランティアセンターまで　電話：042-784-3393

介護予防はじめて教室★心身の老化は防ぐことが可能です！ 
～津久井地域包括支援センターからのお知らせ～ 

※この事業は相模原市の委託を受けて実施しますので無料です。 

　老人クラブなどの集まりに出張して介護予防に
ついてお話、脳トレ、体操などを行います。日程に
ついてはご相談ください。 

問い合わせ、申し込みは 

　　津久井地域包括支援センター  電話042-780-5790
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津久井町地区社協の紹介リーフレットが出来ました！ 津久井町地区社協の紹介リーフレットが出来ました！ 津久井町地区社協の紹介リーフレットが出来ました！ 津久井町地区社協の紹介リーフレットが出来ました！ 
　津久井町地区社協は、平成18年度から住民のみな
様の参加と支えあいで運営（役員はすべて住民です）さ
れています。この度、この地区社協の活動を「もっと
分かりやすく多くの方々にお知らせできないものか」
と、リーフレット作成委員会で話合い、左写真のリー
フレットを作成致しました。 
　自治会のご協力により自治会員の方には各戸配布さ
れますが、別途必要な方は地区社協事務局までお問い
合わせください。 

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 
5月・6月の予定 5月・6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、市社協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 12日（月） 10：00 ～ 1１：30 鳥居原ふれあいの館  青 野 原 14日（月） 10:00 ～ 11:30 青野原小学校 

 三井・名手 27日（火） 10：00 ～ 11:30 三井地域センター  三井・名手 24日（火） 10：00 ～ 11:30 三井地域センター 

 地　区 日にち 時　　間 場　　所 

 小　　網 24日（火） 1：00 ～ 2:30 小網地域センター  小　　網 27日（火） 10：00 ～ 2：30 城山公園 

 中　　野   9日（月） 11：00 ～ 2:00 相模原北公園 

 又　　野   3日（火） 1：30 ～ 3:00 又野（自） 

 中　　央 17日（火） 1:30 ～ 3:00 コミュニティ青山 

 鳥　　屋 16日（月） 1:30 ～ 3:00 谷戸（自） 

 青　　根   2日（月） 1:30 ～ 3:30 荒丸（自） 

 串　　川
 20日（火） 10:00 ～ 2:00 城山公園（雨天：石ヶ沢（自）） 

  27日（火） 10:00 ～ 2:00 城山公園（雨天：土沢（自）） 
 

 串　　川
 17日（火） 10:00 ～ 2:00 城山公園（雨天：宮前（自）） 

  24日（火） 10:00 ～ 2:00 城山公園（雨天：長竹（自）） 
 

 中　　野 12日（月） 1：30 ～ 3:00 仲町（自） 

 又　　野   4日（火） 1：30 ～ 3:00 又野（自） 

 中　　央 20日（火） 1：30 ～ 3:00 中村（自） 

 鳥　　屋 19日（月） 1:30 ～ 3:00 宮の前（自） 

 青　　根   2日（金） 10:00 ～ 12:00 青根中学校 

■ 5月　やすらぎステーション予定表 ■ 6月　やすらぎステーション予定表 

お 休 み で す 

※表の（自）は自治会館の略 

お 休 み で す 

地区社協串川支部（菊地原行雄支部長）では、地域の様々な団体・役職の方々が集い、住民同士
がお互いの知識や課題を持ち寄り、安心して暮らせる身近な地域づくりの推進を目指しています。
「串川支部は津久井町の中でも比較的大きな支部で、高齢者・障害者の参加者が楽しく集うやす

らぎステーション事業も、関地区・長竹地区・根小屋地区の3地区に区分して年間18回開催してい
ます。」と、話される菊地原支部長。「私たちが目指すことは、難しい話しではなく温もりある近所
付き合いの延長そのものなのですよ。」と、3地区ごとの身近な住民活動を強調されます。
串川支部の特徴として、やすらぎステーション（やすらぎ部会）以外にも独居高齢者や身体障害

者、75歳以上の高齢者世帯を対象とした交流事業（はつらつ部会）、子どもから高齢者まで幅広い

地区社協の支部活動紹介  （⑥串川支部） 
～3地区・3部会制できめ細かな地域福祉の実現を目指して～ 

子どもたちと共に「昔の遊び」を（ふれあい部会より）

点字版・録音版広報を
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、お知り合いの方に目の不自由な

方にお伝えください。
○申込み・問合せ　電話 042-784-3393

世代間の交流事業（ふれあい部会）など、きめ細かな3部会制を敷いています。「少子高齢化が今後ますます進む中、住んでいて良かったと思えるよう
な、より多くの住民同士が参加し支えあえる環境づくりを、私たち地区社協串川支部ではお手伝いしようと考えています。」と、永年社協事業に携わ
る菊地原支部長が地域の温かな声を代弁されていました。

住民による地域福祉を推進する
津久井町地区社協の紹介リーフレット
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