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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。

〈発行〉社会福祉
法　　人 相模原市社会福祉協議会

津久井町地域事務所
〒220－0207 相模原市津久井町中野633番地

津久井総合事務所第2別館内
� 042（784）3393 FAX 042（784）6142

ホームページ　http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/
Eメール　tsukui@sagamiharashishakyo.or.jp

本紙は、偶数月20日発行です。

 住みよい地域社会づくりや、地域の防災活動は自治会でも取り組ま
れていますが、地域の中には高齢者世帯や障害者世帯、小さなお子さ
んのいる世帯など、「いざ」という時に地域の人たちの支えが必要な
家庭が沢山あります。 
 津久井町地区社協では、住民一人ひとりが日頃から「何らかの接点
を持つ」、そのようなきっかけづくりを心掛け、少しでも提供できるよ
う、平成20年度も様々な地域福祉事業に取り組みます。 

●ふくしの集い～住民の福祉活動実践を体感できる場として～ 
10月18日（土） 津久井文化福祉会館（津久井中央公民館）開催予定。
ホールイベント、福祉体験コーナー、模擬店など 

●9支部への運営費助成と情報交換会（支部長会議） 
9支部のやすらぎステーション事業（地域の方々と高齢者との交流の
場）などを円滑に推進します。 

●ふれあい交流会 
身体障害者手帳1・2級保持者を対象に、障害者の地域交流と社会参加
の機会を広げます。（※今年度は5月開催済） 

●子育て支援事業 
子育て中のご家庭の支援を目的に交流事業を開催します。今年度は、
地区社協としてどのような協力が出来るのか、地域の皆さんと検討し
ます。 

　津久井町地区社会福祉協議会（会長：今井俊昭）は、地区の9
つの支部（三井名手・小網・中野・又野・中央・串川・鳥屋・青野
原・青根）の方たちと共に、「地域住民の参加と支えあいによる
福祉のまちづくり」を進めることを基本理念に掲げ、住民主体の
地域福祉活動を展開しています。 

これからは身近な支えあい活動が大切です これからは身近な支えあい活動が大切です 

津久井町地区社協事業方針 津久井町地区社協事業方針 平成20年度 

～少子高齢化に負けない！「地域住民の参加と支えあいによる福祉のまちづくり」を目指して～ 
●地区社協理事・支部委員等研修会(5/15) 
「これからの地域福祉の在り方」 
講師：和泉短期大学准教授 鈴木敏彦氏 
国の報告書を交えた最新の情報を勉強しました。 

●男の料理教室 
一人暮らしや要介護者を支える地域の男性のために、正しい食
生活の知識と調理技術の習得、地域での生きがいづくりや、仲
間づくりを目的に「料理教室」を開催します。 
日程等： 
 
 
 
 
 
 
参加費：1回400円 
会　場：津久井文化福祉会館（津久井中央公民館）3階調理実習室 
講　師：わかな会・すぎな会の皆さん 
申込方法：7月10日（木）までに地区社協事務局（津久井町地域事

務所）まで、来所か電話で申し込みください。 
　　　 電話：042-784-3393

初心者入門教室（全１回） 
日　時：7月19日（土） 

　　　 午前10時～午後1時 

定　員：15名 

男の料理教室（全5回） 
日　時：8月15日、9月19日、10月17日、

11月21日、12月19日（全て金曜日） 

　　　 午前10時～午後1時 

定　員：15名 

食生活改善推進団体わかな会からのお知らせ 食生活改善推進団体わかな会からのお知らせ 
①「メタボリック予防」の油ひかえめ料理講習会 

②気軽に楽しくできる「伝承料理講習会」 

日　時：6月25日（水） 午前10時～午後1時 

日　時：7月9日（水） 午前10時～午後1時 

上記①②ともに 
場　所　津久井文化福祉会館（津久井中央公民館）3階調理室 
参加費　400円　　　持ち物　三角巾、エプロン、筆記用具 
申込み　わかな会津久井町 今井　電話：042-784-2175

つくい介護者の会「さざなみ」 つくい介護者の会「さざなみ」 
に参加してみませんか！ に参加してみませんか！ 

～津久井地域包括支援センターからのお知らせ～ 
　介護者がお互いの経験を伝え合い、支えあう交流の場として今年4月から
始まりました。お気軽にご参加ください。 

日　　時　毎月第2月曜日　午後1時30分～3時30分 
場　　所　津久井地域福祉センター（太井バス停下車、中野保育所隣、駐車場あり） 
申込み・問合せ　津久井介護者の会「さざなみ」会長 渡辺 電話：042-784-1801 
　　　　　または、津久井地域包括支援センター  電話：042-780-5790

平成20年度 相模原市社会福祉協議会賛助会員募集のご案内 相模原市社会福祉協議会賛助会員募集のご案内 
　社会福祉協議会が取り組む地域福祉活動の推進に賛同していただける市民や企
業の皆様に、「賛助会員」としてご協力いただきますようご支援をお願いしてい
ます。お預かりした会費は、地域のみなさまのために、地区社協の実施する福祉
事業などに活用されますのでご協力くださいますようお願い申し上げます。 

問合せ　津久井町地域事務所　電話042-784-3393

一般賛助会費1口　　200円 
特別賛助会費1口　1,000円 
法人賛助会費1口 20,000円 
　　　　（募集時期：7月から） 
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ふれあいサービス協力会員の募集 
ふれあいサービスは、市民の参加と協力により、会員方式（年会費1,000円）で実施する有償家事援助・ 
介助サービスです。 

◎津久井町地区でも利用を希望される方が増えてきました。協力会員へのご登録をお待ちしております！ 
問合せ　津久井町地域事務所　電話 042-784-3393

利用会員 
市内にお住まいで、家事援助・介助
が必要な高齢者や、心身に障害のあ
る方とそのご家族、一人親世帯など
で、このサービスを利用される方。 

協力会員 
市内にお住まいの20歳以上の方で、
2日間の研修を修了した方、またはヘ
ルパー2級などの資格をお持ちの方。 
その他、随時登録の制度もあります。 

お互い様の気持ちで始めてみませんか?!

利用料金＝活動謝礼 
平日午前9時～午後5時 30分350円 
超過時間・日曜日等は　 30分425円 

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 
7月・8月の予定 7月・8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 14日（月） 10：00 ～ 1１：30 青野原小学校  青 野 原 14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 26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 26日（火） 1：00 ～ 2:30 小網地域センター  小　　網 22日（火） 1：00 ～ 2：30 小網地域センター 

 中　　野   9日（月） 11：00 ～ 2:00 相模原北公園 

 又　　野   5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 18日（月） 1:30 ～ 3:00 西門（自） 

 青　　根   4日（月） 1:30 ～ 3:30 上野田（自） 

 中　　野 14日（月） 1：30 ～ 3:00 上町（自） 

 又　　野   1日（火） 1：30 ～ 3:00 又野（自） 

 中　　央 15日（火） 1：30 ～ 3:00 津久井中央小学校 

 串　　川  串　　川 

 鳥　　屋 19日（月） 1:30 ～ 3:00 宮の前（自） 

 青　　根   7日（月） 1：30 ～ 3：30 青根公民館 

■ 7月　やすらぎステーション予定表 ■ 8月　やすらぎステーション予定表 

お 休 み で す 

お 休 み で す 

お 休 み で す 

お 休 み で す 

※表の（自）は自治会館の略 

お 休 み で す 

お 休 み で す 

地区社協鳥屋支部（重田忠夫支部長）では、地域に貢献“ひとり一役”を活動方針として、住民
の参加と支えあいによる鳥屋地区の「ふくしのまちづくり」を推進しています。
鳥屋支部は、自治会や民生委員・児童委員・福祉推進員をはじめ、身障福祉会、老人クラブ、子

供育成会、ボランティアなど、子どもから高齢者まで地域全体の方々の助け合い活動を推進する組
織として地域で活動を続けています。「活動は皆、ボランティアですよ。｣と語る重田支部長。「ちな
みに、鳥屋の人口は２千人程度ですが、平成19年度の支部社協行事の参加者は延べ515人です。
鳥屋支部のやすらぎステーションは、高齢者の介護予防や健康づくり、交通事故防止、仲間づくり
だげでなく、意識啓発や子ども達と地域を結ぶ交流手段としても有効だと考えています。」

地区社協地区社協の支部活動紹介支部活動紹介  （⑦鳥屋支部） 
～地域に貢献“ひとり一役”を方針として～ 

子ども達から手品の披露！
～世代を超えた和やかな「やすらぎステーション」も開催しています～

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

鳥屋支部では、毎年10月には鳥屋小学校で福祉バザーを行い、自主財源の確保にも努めています。「こうした地道な活動も、“つながり”の一助と
して、少しでも笑顔が飛び交うひと時になればと願っています。」と、支部長はお話され、人間味あふれる温かな気持ちを伺わせていただきました。


