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次回は 7 月発行予定です

行ってみようよ！「サロン活動」 やってみない？「ボランティア」

我ら
にこまる大家族
作：名倉のびのび
クラブ

「のびのびクラブ」は“地域
の高齢者が気軽に外出する
機会を作り、地域間での交
流を深め、生きがいを見出
す場”として活動をしていま
す。 現在１２ヶ所で開催して
います！
今回は「藤野のびのびク
ラブ」を直撃しました。完成
したフラワーアレンジメント
を持ってハイ ポーズ！

お近くのサロンの情報はこちら！
地区

お問合せは藤野地区社協まで

開催日

☎：042-687-3361

時間

場所

佐野川のびのびクラブ

第２・４ 月曜日

午前 10 時～午後 2 時

和田の里体験センター村の家

やまなみ友の会

第

３ 木曜日

午前 10 時～午後 2 時

牧野公民館

上岩いきいき教室

第２・４ 金曜日

午前 10 時～午後 2 時

上岩集会所

沢井のびのびクラブ

第１・３ 木曜日

午前 10 時 30 分～午後 2 時 30 分

沢井公民館

下岩のびのびクラブ

第２・４ 火曜日

午前 10 時～午後 2 時

佐野川公民館

藤野台のびのびクラブ

第

３ 火曜日

午前 10 時～午後 2 時

藤野台集会所

名倉のびのびクラブ

第２・４ 木曜日

午前 10 時～午後 2 時

大刀自治会館

藤野のびのびクラブ

第１・３ 火曜日

午前 10 時～午後 2 時

藤野中央公民館

杉のびのびクラブ

第２・４ 水曜日

午前 10 時～午後 2 時

日連自治会館

奥牧野のびのびクラブ

第１・３ 水曜日

午前 10 時～午後 2 時

奥牧野生活改善センター

篠原のびのびクラブ

第２・４ 金曜日

午前 10 時～午後 2 時

牧馬篠原生活改善センター

吉野のびのびクラブ

第

午前 10 時～午後 2 時

吉野自治会館

２ 月曜日

ミルククラブであそぼうよ！(子育て支援事業)
毎週 水・金 午前 10 時～正午
５月・６月の予定
5 月 ： 6 日（金）、11 日（水）、13 日（金）、18 日（水）、20 日(金)、
25 日（水）、27 日(金)
6 月 ： 1 日（水）、3 日（金）、8 日（水）、10 日（金）、15 日（水）、
17 日（金）、22 日（水）、24 日（金）、29 日（水）
＊藤野総合事務所 ２階 保健指導室
（場所が変更になる場合があります）
お問合せ：042-687-3361 藤野地区社協

平成 28 年熊本地震

義援金募金

みんなで熊本を支えよう♥
この度の、熊本・大分地震で被災に遭われた
方々にお見舞い申し上げます。
相模原市社会福祉協議会では、
共同募金会を通じて義援金を受け
付けております。
みなさまの温かいお気持ちを
よろしくお願いいたします。
募金箱は藤野総合事務所 1 階
に設置してあります。
期間 4/18～6/30

藤野地区社協つうしん～みんないいひと

ふじの地区～

第４７号

平成２８年５月発行

藤野地区社協へのご寄付

市民桜まつり

お寄せいただいたご寄付は藤野地区社協の福祉活
動に活用させていただきます。
温かいお気持ちをありがとうございます。

藤野社協ブース“満員御礼！”

集計期間：Ｈ27.12.26～H28.4.20

寄付金額：

２９，２５１円

ご寄付いただいた方々（順不同・敬称略）

・福寿院

・藤野介護者の会
・勝川 壬雄 様 ・匿名 1 件
・募金箱 ３件

★書き損じハガキのお礼

市社協マスコット
にこまる

前号で書き損じハガキの募集をしたところ 74
枚のハガキが届きました。地区社協の通信連絡に
利用させていただきます。
ありがとうございました。
（まだまだ受付中！）

藤野地区社協の“講演会”のご案内

日

４月２日 3 日に、市役所さくら通りで開催された
「市民桜まつり」に、藤野地区社協として 2 日（土）に
出店しました。当日はあいにくの曇り空でしたが、大
勢の人が足を運んでくれました。藤野社協テントで
は、マドレーヌ、・ゆずジャムの他に、シナモンのいい
～匂いのするチュロスに若者たちもつい足を止めて
くれました。 「遊びのコーナー」では当てくじのほ
かに、ペットボトルにえんぴつを落とし入れるゲーム
（なかなか難しい）に、子どもと一緒になって親御さ
んも熱中していました。
相模原のはしっこにある藤野の PR も出来、桜並木を
後にしました。

どなたでも参加
できます！

時：５月２４日（火）
午後３時～（藤野地区社協総会終了後）
会 場：藤野総合事務所 4 階大会議室
テーマ：
「介護保険制度の改正と地域活動への期待」
講 師：神奈川県立保健福祉大学
准教授 中村 美安子さん
お問合せ：藤野地区社協 ☎042-687-3361

ご協力ありがとうございました
市社会福祉協議会

ボランティア講座＆交流会報告
「おたがいさまのまちづくり」を目指す福祉の考えの
もと、一部は「つながろう！ボランティア！」、二部は
「ゆがみ改善！～正しい姿勢と腰痛予防～」。二部構成
の交流会でした。
一部の情報交換では、実り多いボランティア活動の
様子を互いに紹介しあいました。二部では、介護予防指
導員の久野秀隆さんから大切な健康知識を教えてい
ただきました。
この機会を通して、身近な支え合いが元気にできる
幸せや、大切さを実感しました。
大房 公子
みんな
イキイキしてる
にゃぁ・・

賛助会費

平成２７年度藤野地区では総額 533,400 円のご
支援を頂きました。内、266,700 円を藤野地区社
会福祉協議会へ、266,700 円を市社会福祉協議会
の事業・活動に活用させていいただきました。
〈藤野地区社会福祉協議会での使い道〉
★ ミルククラブ（子育て支援事業）
★ のびのびクラブ(高齢者サロン)
★ 福祉団体助成
★ 広報紙作成の一部
〈市社会福祉協議会での使い道〉
ボランティア登録制度や家事援助サービス等
市民の方が参加する福祉活動に活用します。
募金にご尽力いただきました地域の皆さまあり
がとうございました。
★平成 28 年度の賛助会費のお願いは 5 月からに
なります。ご協力よろしくお願いいたします。

♪簡単にできる体操に、みなさんカンゲキ！

藤野地区社協

検索

