
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いきいき百歳体操体験会 

日 時：平成 28 年 11 月 8 日（火） 

    午後 2 時～4 時 

場 所：藤野中央公民館 ３階大会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先：相模原市役所 地域包括ケア推進課 介護予防班 

電話：042-769-9249 

発行：藤野地区社会福祉協議会    
〒252-0184  
 相模原市緑区小渕 2000 番地  

藤野総合事務所３階    
 電 話 042-687-3361      
 FAX   042-687-4049 
 E-mail:fujinotiku@sagamiharashi 
  shakyo.or.jｐ 
 

第 49 号 2016 年(平成 28 年) 10 月 1 日(土)          次回は 1月発行予定です 

藤野地区社協 つうしん 藤野地区社協つうしん～みんないいひと ふじの地区～ 第49 平成28年 10月発行 

藤野地区社協へのご寄付 
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。 

集計期間： Ｈ28.6.21～H28.9.20 

寄付金額： ２３６，２６１円 

ご寄付いただいた方々（順不同・敬称略） 

・石井 小夜子    ・網野 孝男 

・藤野やまなみ温泉 

・藤野商工会チャリティゴルフ実行委員会 

・ルーキーモータースポーツクラブ 

・(有)花光祭典 メモリアルプラザ光 

・匿名 2 件 

            

 

藤野地区民生委員児童委員協議会では、三部会（児

童・高齢者・障害）に分かれ研修会の活動を行っていま

す。児童部会では６月３０日に藤野小学校を訪問しまし

た。 

 まず、１・２年生を対象に、みんなが元気に楽しくすごせ

るよう見守っている事を伝え、もっと親しんでもらえる

よう絵本の読み聞かせをしました。その後、校長先生と

情報交換をし、５校時は各クラスの授業を参観しました。

また今回の研修会は保護者会の日にあてていただき、

保護者の皆様にもお話をする機会を作っていただきま

した。そこで「赤ちゃんから高齢者まであらゆる年代の

人が活動の対象になっていること、私たちには守秘義

務があるので困った時は一人で悩まず安心して相談し

てほしいということ、そして必要に応じて専門機関につ

なげられること等」を伝えました。 

 地域の人たちと顔見知りになり、気軽に声をかけ合え

る関係になれるように日々活動していきたいと思いま

す。            主任児童委員：宮﨑京子 

広報委員：宮野、中里、長屋、上條、難波、佐々木、中島 

民生委員・児童委員だより 

 

   

 

 

 

 

 

日 時：10 月 12 日（水）午前 10 時～正午 
場 所：藤野総合事務所 4 階 大会議室 
指導者：勝川壬雄さん(福祉教育指導・ガイドヘルパー他) 

     視覚障がい者の方からの体験談 
定 員：20 名 

共催：藤野地区民生委員児童委員協議会・障害者部会 

問合せ先：藤野地区社協 ☎６８７－３３６１ 

 

問合せ先：藤野地区社協 ☎687-3361

～自分のまちをよくするしくみ 赤い羽根共同募金がはじまります～ 

    街頭募金のお知らせとご協力のお願い。 

     10 月 3 日（月） 

★午前７時 ～ ８時３０分 藤野駅前 

★午後４時 ～ ５時３０分 スーパーまつば前 

＊お忙しい時間帯ですが、ご協力よろしくお願いします。 

市社協キャラクター 

  にこまる 

7 月 26 日（火）相
模湖カントリークラ
ブで藤野商工会主催
のチャリティゴルフ
が開催され、野﨑商工
会会長より藤野地区
社協へ 10 万円のご寄
付が贈呈されました。 

～視覚障がい者誘導、車いす介助の 

「き・ほ・ん」を学ぶ ～ 

 
今年は 2 ヶ所で 

やります！ 

地区社協主催 ボランティア講座 第 2 弾！ 

 
観に来てね！ 

Q：百歳体操ってどんな体操？ 

A：筋力向上を目的とした体操です。 

いきいき百歳体操は、高齢者の筋力向上を主な目的として

平成１４年に高知市で考案された体操です。この体操は「重

錘バンド」という重りを手首や足首に巻き、DVD で体操の

映像を見ながら椅子に座って手足をゆっくりとしたペース

で動かします。使用するバンドは、負荷を 0～２㎏まで 200

ｇ単位で調整が可能であり、一人ひとりの体力に応じて負荷

を調整できるため、無理なく効果的に筋力をつけることがで

きます。 

10 月 1 日から 12 月 31 日

まで全国一斉に赤い羽根共同

募金がはじまります。今年も自

治会や企業の皆様のご協力を

よろしくお願いいたします。 

福祉教育のサポーターになってみませんか 

ボランティア活動の“はじめの一歩”として、基本の

介助や考え方等について学びます。また、子ども達の

福祉教育のお手伝いを一緒にして下さる方も募集して

います。 

～チャリティゴルフ～ 

川崎ダルクデイケアセンターでは、薬物

依存症の回復訓練として、エイサーを学び

多数公演を行っています。迫力あるエイサ

ー隊に候ご期待！！ 

歌手  

暁月めぐみ 

お笑い芸人 

海山昆布 

第１０回 藤野地区 

と  き ： 11 月 5 日（土） 午午 午１０時～ 後１５時 

場 所 ： 県県神奈川  術 家藤野芸 の  

主催 藤野地区福祉のつどい実行委員会・藤野地区社会福祉協議会 

後援 藤野地区自治会連合会・藤野地区民生委員児童委員協議会・相模原市 

藤野地区敬老事業実行委員会・社会福祉法人相模原市社会福祉協議会 

【問合せ先】藤野地区社会福祉協議会 ☎０４２－６８７－３３６１ 

【 】体験・遊びのコーナー  
・ワークショップ「箱作り」 
・点字体験 ・ パソコン体験 
・絵本の読み聞かせ 
・わなげ ・ 魚釣り 
・アロマ体験   ・福祉用具の展示 

【福祉団体 】作品展示  
藤野中央公民館 
１階 交流スペース 
１０／２６（水）～１１／６（日） 

ーステージー 
10：00～ 式式 
10：40～ シュタイナー学園    －オーケストラ 
     幼 教教 ＆児 チューリップ ミルククラブ 
                －お遊戯 
     手話サークルわなげ    ― 手話のうた 
     ポ ポふじのタン        －歌・ダンス 
     藤野中学校       －合唱 
13：00～ じゃんけん大会 
13：30～ ものまねお笑いショー 
     ダルクのエイサー隊 

【 出 擬 】店・模 店コーナー  

・やきそば、コーヒー、パン 
カップケーキ、クッキー、マ
ドレーヌ、陶芸品、エコバッ
ク、ミニバザー、などなど 

歌謡・ものまねお笑いショー 

ダルクのエイサー隊 



  

  

 

 

 

 ★ 地区社協特別寄付（企業分） 

多くの企業からご協力をいただき、ありがとうございました。 地区社協は多くのボランティア、 
住民、企業からの寄付に支えられており、藤野地域の福祉推進のために活用させていただきます。      
 【 計計計】集  ・１２８件  ４１０，0００円  

 〈吉野地区〉 大信建設(株) (有)森川工務店 (有)柴田 (有)小山設備 船橋建材土木 
(有)守屋自動車

整備 

(有)望月モータース 
(有)清水 

プラスチック工業 
(株)コダマ製作所 

セブンイレブン 

藤野町店 
   

〈小渕地区〉 (有)守屋石油 (有)藤野電工 力石新聞 （株）アキト精機 (有)原田電気商会 レストラン風里 

藤野商事(株) 創和建設(株) (有)藤野開発 郡農協藤野支所 山梨信用金庫 (有)福龍 藤田屋 

(有)岩松造園土木 
（株）北相模環

境管理開発 
(有)加藤製材所 (株)臼井工業所 

中央サーキット 

藤野 

(有)オブチ電機 

製作所 
焼肉いちばん 

(株)ルーキー (有)ファースト のざき薬局     

〈沢井地区〉 藤野製作所 中央電子（株） 鈴木商店 (有)関戸製作所 陣谷温泉 川上製作所 

陣渓園 姫谷 富士見茶屋 林建設(株) (有)守屋建設 (有)東洋産業 坂下商店 

(有)オートショップ 

モリカワ 

おだいどこ 

さくら 
     

〈日連地区〉 (株)ECP ブティックマナ 雄和工業 寿豆腐店 (有)山崎産業 山三工務店 

山下医院 (有)イタヤゴシ 日相園 四季亭 (有)山咲 (有)藤野水道 森久保商事 原製作所 

(株)紀の国屋 杉本ふとん店 日相建設(株) 若葉そば 森久保製作所 天狗岩つり宿 花萬房 

(有)松葉商 

（スーパーまつば） 

かぶくん 

動物病院 
スリーエフ 

藤野店 

カフェレストラン 

Sｈu 
  
 

  

〈名倉地区〉 (株)協進電設 倉田自動車 
(有)アジア合金 

製作所 
(株)野崎工務店 

藤野在宅緩和 

ケアクリニック 
（有）遊魚園 

そば処 喜庵 （有）秋川屋 (有)防災電設 (有)阿部製作所 梅ケ枝 名倉電気商会 （有）のざき 

藤野フラワーガーデン       

〈牧野地区〉 郡農協牧野支所 野山の食堂 相模化学工業(株) (有)柿沢商店 佐々木建築 百笑の台所 

（有）澤田造園 (株)滝沢電機 ふじの温泉病院 東尾垂の湯 (株)マルカ （株）高橋林業 関戸電気（株） 

（有）佐藤製作所 高崎建設(株) 吉田工業 (有)志村土建 港屋商店 岩見不動産  

神奈川カントリーク

ラブ 

相模湖カントリー 

クラブ 

（合名）千歳屋 

志村商店 

（株）戸丸屋 

プロパン 

（株）エイト資源

開発 

藤野やまなみ 

温泉 
 

〈佐野川地区〉 (有)桐花園 (株)小山工務店 船橋電気製作所 (株)藤商木材 (有)楢島工業 佐野川クリニック 

(有)スギモト鉄工 (有)芹沢土建 清水商店 しみず(弁当) 楢島製作所 四津屋商店 (株)TF 防災 

（有）藤本プラスチ

ック工業 

コミューターサービ

ス（株） 
(有)野伏建築鈑金 

(有)佐藤設備 

工業所 
  (順不同、敬称略) 

★ 般 費一 賛助会 ・地区社協特別寄付（戸別分） 

地区社協特別寄付及び市社協賛助会員の戸別分の募集につきましては、 

各自治会のご協力により 5月 2 日～8月 31 日に行いました。 

ご協力いただきました自治会の皆さまに、心よりお礼申し上げます。 

【集計結果】 
・地区社協特別寄付（一口 100 円） 
   2,611 件    263,000 円 
・市社協賛助会費 （一口 200 円） 
   2,611 件    522,200 円 

地区社協特別寄付・市社協賛助会員募集にご理解、ご協力ありがとうございました。 

 

 

H28 年度藤野地区社協の募金箱設置依頼店   ★7 月末の募金金額は ８９，６５１円でした。 

 みなさまの温かいお気持ち、ありがとうございます。ご協力いただいた寄付金は、子育て支援のミルククラブ、 
高齢者サロンのびのびクラブ等に使われております。 
・四津屋商店  ・落合米店  ・坂下商店  ・鈴木商店  ・JA 園芸センター  ・（有）松葉商店 
・柿沢商店   ・藤田屋   ・のざき薬局 ・戸丸屋商店 ・レストラン風里   .・藤野やまなみ温泉 
・スリーエフ  ・アップル  ・港屋商店  ・志村商店  ・ラブコール(スナック)・おだいどこ さくら 
・大衆割烹 山咲 ・喜庵    ・ふじのね  ・老人保健施設 なごみの里          ・ふじの温泉病院     
・港屋商店（温泉病院内売店） ・神奈川カントリークラブ  ・カフェレストラン Shu 
・ふじの温泉 東尾垂の湯                                                 （順不同・敬称略） 
＊小沢商店様、（有）柴田様、これまで設置いただきありがとうございました。    

 

  
仲間と楽しくウォーキング、そして専門知識を持

った専門講師によるウォーキングのための体操と

講義で,いきいきとした体と心をつくり,認知症を

予防しよう。 

開催日：毎月第 3 木曜日  

午前 10 時～11 時 30 分 

場 所：名倉グラウンド管理棟 2 階及び藤野地域内 

対象者：おおむね 65 歳以上の藤野在住で運動に

支障のない方。 

持ち物：飲み物、タオル、運動しやすい靴と服装 

参加費：無料（ウォーキングコースにより実費相

当分がかかる場合もあります） 

 

 

 

 

＊当日参加も可能です！ 

お問合せ 電話：042-687-4240（佐々木） 

ボランティア講座 

「認知症高齢者の理解と支援」7/11（月） 

さがみはらリハビリテーション病院の市

川先生から、認知症の病気・症状、認知症

サポーターの役割についてのお話を伺いま

した。また、民生委員の有志による、みん

みん公演「認知症になっても、安心して暮

らせるまち」の劇を鑑賞しました。 

 認知症サポーターになったからといって、何か
をしなければならない事はないんだって。認知症
を正しく理解して、本人や家族のよき理解者にな
ればいいんだって。 
「何かお困りですか？」って、にこまるも声はか
けられそうだな。 

グループワークで熱心に話し合い。 

勉強した証しとしてオ
レンジリングとキーホ
ルダーをゲット！ 

28 年 10 月からの活動日 

ウォーキングの日 10/20、11/17、3/16 

体操と講義の日  12/15、1/19、2/16   

 

 

 

  

1
ワン

ステップ はじめてのボランティア 8/24(水) 

夏休み 小中学生ふれあいスクール 

山下医院のデイサービスで手品

を披露すると皆さんびっくり！ 

“すずかけの家”でさっそく実践。ドキドキしながらみん
なの前に立ったけど、おじいちゃん、おばあちゃんや小さい
子どもたちも一生懸命見て、聞いてくれてうれしかった―。 

一日お疲れさまでした。 

今後の活動に期待します！ 

 

 10 名の小学生が参加してくれたふれあいスクール。今年
は、手品を覚えて、絵本の読み聞かせを体験して、高齢者の
デイサービスで披露しました。最初は、少し恥ずかしそうで
したが、ボランティアグループ「おはなしクレヨン」さんが、
優しくていねいに教えてくださいました。 
 手話や車椅子を押したり、たくさんの体験をしました！ 

中学 3 年生の後藤君
が 3 種類の手品を教え
てくれました。 

車椅子でガタガタ道を押すのは大変。 

３
さん

木会
も く か い

 
ウォーキングで 

認知症を予防しよう！ 

 藤野たんぽぽの会は、藤野地区
の障がい児・者の当事者団体とし
て、昭和 61 年 5 月に発足し、本
年満 30 年を迎え、記念式典を行
いました。 
 

報告 

倉橋さんの歌声とトークに、みなさんハッピーな気分！ 

♪風のメロディの歌～♪ 

守山会長あいさつ 

9/10(土) 

鈴でノリノリのリズム♪ 


