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新磯桜まつりが3月 日︵日︶

歳以

写真は昨年のものです︒

桜まつりが待ちどおしいです︒

員が出欠席の確認に伺いました︒

対象者には︑民生委員児童委

きたいと思います︒

しいひと時を︑お過ごしいただ

での舞踊パレードの見学等︑楽

まちづくりセンター前の桜並木

話 し に 花 が 咲 き︑演 芸 鑑 賞 や︑

公民館で懐かしい顔に会えて

をして︑お待ちしています︒

上の方をご招待し︑昼食の用意

は︑桜まつりに合わせ︑

新磯地区社会福祉協議会で

になるところです︒

に開催されます︒開花状況が気
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新 磯 い い ひ と

平成31年3月10日 （2）

ィア

ンテ
給食ボラ

給食サービス活動は、70歳以上のひとり
暮らしの高齢者、80歳以上のご夫婦に届ける
弁当を作っています。
メニューから栄養や彩りを考え、手作りの
あたたかみのある弁当を調理して、民生委員
が見守りをしながら配達をしています。
１月は、新磯小学校から贈られたもち米で
赤飯弁当を作り、子どもたちのメッセージ
入り掛け紙をつけてお届けしています。
利用者からの「今日は何のお弁当？」と笑顔
で待っていてくれるのが、作る人のなによりの
励みになっています。
平成22年に事業ボランティアと同時に組織
された給食ボランティアは、現在17名で地域
のお役にたてるようがんばっています。

新磯小学校５年生 もち米贈呈式
１月17日（木）の贈呈式
では、新磯小学校５年生が
育ててくれたもち米を今年
も10kgいただきました。

新 磯 い い ひ と

（3） 平成31年3月10日

小学生福祉講座

介助犬、聴導犬を知ろう
昨年７月30日（月） 介助犬を知ろう！ をテーマに
恒例となった「夏休み福祉講座」が小学校高学年を対象
に公民館で開かれました。
講師としてウェルフェアポート湘南のトレーナーと訓
練中の介助犬、聴導犬が来てくれました。
からだの不自由な人の手足となって、落としたものを
拾ったり、ドアを開閉したりするのが介助犬。耳の不自
由な人のサポートをする聴導犬は、電話のベルや来客時
のチャイムを知らせる。これらを子ども達の目の前で実
際に３頭の犬が代わる代わる行動すると「ワァーすご
い!!」と大歓声。
介助犬、聴導犬の育成はその障がいにあわせることが
必要で、利用者へは、認定を受けた犬が無償貸与との事
で し た。『補 助 犬（介 助 犬・聴 導 犬、盲 導 犬）の 事 を
もっともっと知ってほしい』を目的に活動されている団
体で、最後に子どもたちとの約束は「補助犬はどんなに
かわいいと思ってもお仕事中は絶対に声をかけないで
ね。」とお仕事を終えた３頭の犬のそばからいつまでも

平成31
（2019）
年度

のご案内
｢子育てサロン」は、親子で気軽に参加していただき、
遊んだりおしゃべりをしながら楽しく交流する場です。
主任児童委員を中心としたボランティアの方々に、育児
のちょっとした悩みも相談することができます。
お母さんの「ほっと一息♪」に、是非足を運んでみて
ください。
対象者：０歳児のお子さんとお母さん
妊娠中のお母さん
場 所：新磯公民館２階〈多目的室〉
時 間：午前10時〜 11時30分

〈平成31
（2019）年度の開催日程〉
４月15日（月）

８月お休み

12月16日（月）

５月20日（月） ９月17日（火） １月20日（月）
６月17日（月） 10月15日（火） ２月17日（月）
７月16日（火） 11月18日（月） ３月16日（月）

離れられないでいるこども達へも優しく声をかけて講座
は無事終了しました。
〈参考〉

2019年1月1日現在日本で働いている補助犬は
盲導犬 941頭
介助犬 66頭
聴導犬
67頭

構成員・ボランティア視察研修会
昨年11月６日（火）視察研修会は参加者39名
で、行き先は逗子市社会福祉協議会でした。
逗子市で活動されている「地域安心生活サポート
事業」についてのお話を伺うことが目的で、その
活動紹介は、自治会が中心になっての お互いさま
という組織化。登録制のサポーター、民生委員児童
委員、高齢者支援センター職員が定期的に報告会
を開いているとの事で説得力のある話し方に聞き
入ってしまうほどでした。
新磯地域でも行っている「見守り活動」等が
行きづまりを感じていての今回の研修でした。逗
子は市社会福祉協議会での活動、新磯は地区社会
福祉協議会の活動という違いはあっても「誰もが
安心して暮らせるまちづくり」は同じで、課題が
見え隠れする１日でした。

新 磯 い い ひ と

受賞おめでとうございます

受賞されました
平成30年度相模原市社会福祉協議会 社会福祉
活動推進功労者表彰で給食ボランティアと事業
ボランティアが受賞されました。

事業ボランティア表彰状

平成31年3月10日 （４）

【相模原市社会福祉活動功労者表彰】 （敬称略）
中村 方子 久保田 ヤス 小杉 由利子
齋藤 嘉子 髙橋 政子
いきいきサロン「菜の花会」
いきいきサロン「ひまわりの会」
【相模原市社会福祉協議会
社会福祉活動推進功労者表彰】
野頭 重一 菅沼 礼子 事業ボランティア
給食ボランティア

給食ボランティア表彰状

平成22年に組織された事業ボランティアは、福祉
講座や、隔年の福祉バザーをはじめ、新磯地区社会
福祉協議会が実施する様々な事業に関心を持って
もらえるよう活動しています。

ボランティアセミナー
昨年12月13日（木）に市社会福祉協議会との
共催で開催されました。地域の方や地区社協の協力
者など14名の参加があり、ボランティア活動の紹介
や指編みのアクリルたわし作りをしました。
アクリルたわし作りでは、地域の方が先生にな
り、みなさん楽しみながら編んでいました。男性
の方がスイスイと編まれていて、お聞きすると大凧
の綱を編んでいるとのこと。手芸が得意な方は
一人で何個も編んでくださいました。皆さんが、
編んでくださったたわしは、子どもたちが公民館
まつりで書いてくれたメッセージカードを添えて、
地域の施設にお届けする予定です。
ボランティアは、何か得意なこと、好きなこと
を地域に届けて行くことも一つの活動ではないで
しょうか？
みなさんも、これなら出来る、これなら楽しみ
ながらやれることを見つけてボランティアに参加
してみませんか？もし、始めてみたいと思ったら、
新磯地区社会福祉協議会までご連絡ください。

新磯地区社協へのご寄付
新磯菊親会・・・・・・・・・・・・・・・ 9,387円
新磯商盛会・・・・・・・・・・・・・・・ 18,127円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41,365円
日本長老教会 さがみのキリスト教会・・ 6,000円
藤屋商店（店頭募金）・・・・・・・・・・ 5,187円
（平成31年１月末分まで）
地区レク募金活動寄付金・・・・・・・ 54,186円
新磯小学校・・・・・・・・・・・・・・もち米10kg

～ご協力ありがとうございました～

新磯商盛会「福祉募金」
【募金箱設置店】
藤屋商店・すずらん・きさくに・酔家園
広のや・日野屋商店・魚伊佐・魚源
豊国屋 さとう酒店・丸塚商店・みゆき鮨
味処 かや野・みかんの木

いつもご協力ありがとうございます。

募

金

報

告

日本赤十字会員増強運動 ……………
賛助会員会費（市社協）………………
赤い羽根募金 …………………………
年末たすけあい共同募金 ……………

846,580 円
642,600 円
791,375 円
322,250 円

指編みアクリルたわし

～ご協力ありがとうございました～

編 集 後 記
○ ずっと待ち遠しかった「福寿草」の開花、２月初めに咲きま
した。蕾も次々に膨らみ、一面黄色になるのはもうすぐ。
（S）
○ 原稿のどこを直し、削りとるか、表現方法を変えることで
どう伝えられるか。今回は、白熱した編集会議でした。（O）
○ 小さな庭にメジロが来る。洗濯物を干す手を止めて見入って
しまう。寒さもガマン出来る愛らしさだ。
（Y）
つぼみ

