
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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５２号 2017 年(平成 29年) 7 月 1 日(土)          次回は 10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 52号 平成 29年 7月発行 

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の福祉

活動に活用させていただきます。 

集計期間：H29.3.21～H29.6.20. 

寄付金額：  １５6，０８８ 円 

～ご寄付いただいた方々（順不同・敬称略）～ 

・藤野介護者の会   ・糸の会 

・スポーツ振興チャリティゴルフ 

・匿名  2 名 
 
ご遺志金 

・西村 美子様 

謹んでご冥福をお祈りいたすとともにご遺族様

のご厚情に対しまして心より感謝申し上げます。 

編集：藤野地区社協企画委員会 宮野、中里、長屋、大澤、 

難波、中島、石井 

講 師 ： 澤村 直樹 氏（アクティヴリッスン代表）＊NHK 学園「傾聴講座」監修者 

会 場 ： 藤野総合事務所 4階 大会議室 

参加費 ： 500 円（資料代他）2日間通して 

定 員 ： 20 名（ボランティア活動、傾聴活動に興味のある方） 

申込〆切： 7 月 10日（月） 

「温かな聴き手」を目指して、人との絆や傾聴の基本を学んでいきます。 
毎日の暮らしや地域のために活かしてみませんか？ 

人と ひととの きずな づくり 

傾聴を学ぶ（２日間） 

申込み：藤野地区社会福祉協議会 ☎６８７－３３６１ 

日   時 内  容 

7 月 24 日（月） 
午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

・傾聴の基本・つながり 

7 月 25 日（火） 
午後 1 時 30 分～4 時 ・傾聴者の心得 

 

時   間 内      容 

 

午前 9 時～ 

午後 3 時 30 分 

開会 

1.命を守れ！わくわく防災遊び 

2.体温を保て！防暑・防寒 

3.水と火を感じろ！サバイバルクッキング 

  昼  食 

4.ミッションをクリアせよ！みんなで基地づくり 

閉会  

 

開催日：8 月 8 日（火）午前 9 時～午後 3 時 30 分 
場 所：佐野川公民館 

対象者：小・中学生 
参加費：１００円（保険代等） 
募集定員：３０名程度 

申込〆切：7 月 31 日（月） 
申込み：藤野地区社協 ☎687-3361 

講師：星野 諭氏(カービー) 
（NPO 法人コドモ・ワカモノまち iｎg 代表） 

プレイワーカー・一級建築士・ 
地域コーディネーター 

 

NHK 防災パークや東京都の防災教
育プロジェクト、全国の子どもの命を
守る防災リーダー研修などを開催中。 

 

TⅤ、新聞などでその活動が取り上げられ、全国的に注目されている加藤忠相さん 

をお招きしての講演会『あおいけあ流 あたらしい認知症ケア～最後まで地域で暮ら 

す～』を６月１１日（日）に開催しました。認知症という枠に押し込めることなく、 

その人本来の奥深くに隠れている本質的な所をどうしたら引き出せるのか、その事を 

絶えず考え実際に行動し続ける姿に、本当の意味で自立を支援するとはどういうこと 

なのか、認知症の方は被介護者というだけなのか、医療/介護者は誰のために活動しているのか、等々・・深

く考えさせられる場となりました。認知症の方たち（加藤さんは愛情をこめて「じいちゃん、ばあちゃん」

と呼ばれていました）が実際に地域で貢献する姿、子供たちとともに生活する姿はとても自然で、安心して

暮らせる地域作りへのたくさんのヒントをいただきました！ 

※今年度第２弾企画「高齢社会を幸齢社会へ」が８月２６日（土）１２：３０～相模湖交流センターであり

ます。笑いあり、涙ありの非常に面白い講演会です。fujinosasaeaukai@gmail.comまでお問合せください。 

★チラシは藤野地区社協に置いてあります。       藤野在宅緩和ケアクリニック：石橋 了知 

あたらしい認知症ケア「最後まで地域で暮らす」講演会報告 

 高齢者部会では、5月 22 日（月）総合事務所会議室で

部員 9名が勉強会を行いました。 

 講師は高齢者支援センターの中里センター長、職員の原

田さんにお願いしました。 

 前半では、支援センターの役割や、民生委員との連携の

とり方などお話をうかがいました。後半は、どのような見

守り、どのような支援が認知症の予防に役立つのかを、全

員で考え意見交換をしました。 

 私達の基本活動である 

「寄り添い・見守り・関 

係機関へつなぐ」を再認 

識し、有意義な勉強会で 

した。 

 藤野地区民生委員児童委員 中島 範子 

藤野地区福祉関係・ボランティア活動行事予定  

民生委員・児童委員だより 

持ち物：筆記用具・帽子・

飲み物・お米（半合）・ 

空き缶（350ml）・ 

缶切り（ある方のみ） 

 

団体・施設名 行 事 名 日  時 場  所 内   容 

どんぐり文庫 歌と朗読 
7 月 9 日（日） 

13 時～ 

吉野自治会館 

大ホール 

どんぐり文庫 10 周年！ 

「はまひるがおのちいさなうみ」 

「今西祐行さんを偲んで 

合唱と朗読の集い」 

ヤジーさんと仲間による 

歌と演奏。 

 

ルピナス 夏休み 

子どもまつり 

８月２６日(土) 

１０時～正午 
藤野台集会所 

みんなで遊ぼう！ 

牛乳パックで制作 

お土産付きだよ～ 

問合せ先  藤野社協 ６８７－３３６１ 

 

～夏休み小中学生ふれあいスクール～ 

（多世代交流の場） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童への福祉啓発、子育て支援                地区社協活動、地域福祉推進の広報 

・ミルククラブの運営・実施                   ・地区社協つうしんの発行 

・幼児教室への支援                       ・地域イベントでの広報活動 

・幼児ふれあい交流事業 

・ぽっかぽかぬくもり赤ちゃん支援事業 

・ふれあいスクール（8 月 8 日） 

高齢者の福祉 

・のびのびクラブへの活動支援 

・お元気ですか！訪問（旧おたがい様訪問事業） 

障がいのある方への福祉活動 

・アップルパソコンクラブの開催 

・障がいのある方の理解を促進する。 

ボランティア活動の活性 

・ボランティア講座（7 月 24・25 日、9 月、3 月予定） 

・ボランティアグループ活動助成 

地域福祉の推進 

・藤野福祉コミュニティサポートセンター運営委員会の支援 

・福祉のつどい（11 月 11 日（土）） 

・物品貸出事業 

・災害見舞金の支給 

・地区社協関連団体助成及び当事者団体助成 

 

 5 月 23 日（火）、藤野総合事務所にて平成２９年度の総会を開催いたしました。平成２８年度事業報告及び会計

報告と、平成２９年度事業計画及び予算について審議、承認されました。 

  

 
NPO 法人自遊の広場 小規模多機能居宅介護事業所 

宅老所「すずかけの家」 

～住み慣れた地域で自分らしく生きる～ 

 
                旧藤野町牧野（篠原）

に築 160 年の古民家（養

蚕農家）を利用し誕生し

た介護事業所「すずかけ

の家」。まもなく 10年に

なります。地域とのつな

がりを大切に活動中！ 

 

6/3(土)RUN 伴 チーム「かがやけ藤野」に参加。 

小学生・中学生・各事業所の利用者さん職員みんなで 

ゴールしました。 

 

RUN 伴 

認知症になってもだれもが安心して暮らせるまちづくりを目

指して、みんなで日本中をたすきで縦断するイベントです。 

わがまちの施設紹介シリーズ第２弾 ～地区社協特別寄付・ 

 市社協賛助会費のおねがい～ 

地区社協特別寄付   一口 100 円 

市社協一般賛助会費  一口 200 円 

5 月～7月が募集期間となります。 

自治会の皆様のお力添えにより募集をいた

しますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

市社協一般賛助会費の 5割が藤野地区 

社会福祉協議会で活用されます。 

会社・商店・福祉団体等の皆さま 

藤野地区社協特別寄付 

３，０００円（１口 １，０００円） 

＊藤野地域の福祉推進のためにご協力を

お願いいたします。ご賛同いただける事業

者の方はご連絡をお願いいたします。 

会 長  大塚 章   学識経験者 

副会長  今井 康雅  学識経験者 

  小池 和代  社会福祉団体 

  長田 米二  自治会連合会 

会 計  加藤 幹雄  学識経験者 

理 事  宮野 善三郎 自治会連合会 

     齊藤 宮子  民生・児童委員 

     佐々木 奈美 民生・児童委員 

     大房 宣江  社会福祉団体 

     長屋 惠   社会福祉団体 

     中里 眞理子 社会福祉団体 

     倉田 典昭  学識経験者 

     武井 孝夫  社会福祉関係団体 

     大澤 芳雄  社会福祉関係団体 

監 事  力石 修   商工会 

     大房 公子  学識経験者 

顧 問  石原 元惠 

     石橋 了知 

退任された理事・監事 ＊ありがとうございました。 
理事  上條 利夫（社会福祉関係団体） 

 大房 公子（学識経験者） 

 野﨑 貴子（民生・児童委員） 

 石井 寛 （民生・児童委員） 

監事  高﨑 善且（学識経験者）      

               （敬称略） 

平成 29 年度収支予算 

収入合計 

3,800,000 円 

支出合計 

3,800,000 円 

～藤野地区社協定期総会開催～  

＊皆様からご協力いただいた地区社協特別寄

付は、子育てサロン「ミルククラブ」、高齢者サ

ロン「のびのびクラブ」への支援、ボランティア

グループへの助成、貸出備品・修繕等の藤野地

域の福祉推進のために使われています。 

 ご協力をよろしくお願いいたします。 

にこまる 

自治会連合会    市村 利雄   大塚 秀章   

関戸 信一郎  森久保 吉三   

大友 和可   中島 正喜    

由森 勇 

民生・児童委員   佐々木 壽榮  難波 和子    

近 レツ    和智 正之  

  石井 敏夫   中島 範子   

 長田 康江     

社会福祉団体    角田 令子   武井 智子    

佐藤 至正   守山 則子    

学識経験者     船橋 芳夫   

社会福祉関係団体  野﨑 修    西村 輝巳   

 この度、平成 29 年度藤野地区社会福祉協議会の総会におきまして、平成 29・30 年度の会長 

を拝命いたしました大塚章でございます。 

 私たち藤野地域でも、少子高齢化の進行や地域の人々のつながりの希薄化が進む中で、子育て 

支援、一人暮らしの高齢者への支援、障がい者の自立支援、そして経済的困窮者への支援等々私 

たちの地域にも様々な福祉課題があります。この様な課題につきましては、地域性を生かした解 

決を目指し、地域のみなさまのやさしさや思いやりをお届けできる活動を続けてまいります。 

 今後とも地区社協に対しましては、変わらぬ温かいご支援ご協力を賜りますことを心からお願い申し上げます。 

 結びになりますが、みなさまのご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。  

藤野地区社会福祉協議会 会長 大塚 章  

総会時研修 5 月 23 日（火） 

藤野地区社協総会終了後、「地域の支え合いの活動を通して」と題した研修会を行いました。 

藤野ミルククラブ（子育てサロン）の代表萌出優子さんには、遊び場が少ない藤野の子育て 

の状況から、母親の交流の場になっているミルククラブの活動についてお話をいただきました。 

また、佐野川地区で行っている「隣組のお茶のみ会」代表の小池和代さんには、子どもから 

お年寄りまで交流し、顔の見える関係が「支え合える地域」づくりにつながることをお話していただきました。 

 

視察研修会 6 月 9 日（金） 

今回の視察先は星が丘地区社会福祉協議会で開催しているサロン「千代田いこいの広場」です。 

星が丘地区社協が、昨年１１月に佐野川和田地区の「隣組のお茶のみ会」に来訪され、そのことがきっかけで今回の

研修につながりました。大塚会長をはじめ、理事、構成員、サロンボランティア計２３名の参加でした。 

星が丘地区社協は、千代田、星が丘、横山の各「いこいの広場」で活動が月１回、にぎやかにサロンが開催されてお 

り、その中の１つである千代田に行ってきました。 

着いて早々に「さあさあ、こちらへ」と男性が案内された公園には、５つの

旗が点在しそこに向かってボールを入れるというペタンク・グランドゴルフと

いう競技をされていて、私たちも体験させていただきました。女性たちはとい

うと会館の中に誘導され、早速手芸やブローチなどの小物作りに参加しまし

た。その後の懇談会では、運営についてなどの意見交換をし、楽しい交流がで

き得るものの多い研修でした。       藤野地区社協理事 倉田 典昭 

地区社協の主な事業計画 

～第 6 期(H29.5～H31.5) 理事・構成員紹介～ 

ぽっかぽかの贈り物 

ミルククラブ 

藤野地区社協研修会報告 

貸出№1 ワンタッチテント 

  
理 事 構成員 


