
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このたびの台風第１９号により、藤野地区内でも多くの被害がありました。亡くなられた方々ならびに大切なご家族を

亡くされた皆さま、また、お怪我や被災された皆さまには、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。 

 

地区社協では、今回の災害に当たり次のような取り組みをしました。 

◎ボランティア活動 

 市災害ボランティアセンターの呼びかけにより、ボランティア活動者のための駐車場案内係を担当し、また、個々の 

活動として、家屋敷地内に流入した土砂の撤去や引越しの手伝いなどを行いました。 

 

◎災害見舞金支給事業 

 皆さまから寄せられた善意の寄付やふじの福祉基金から、全壊、半壊などの方へお見舞金を支給させていただき 

ました。 
 
＊ご寄付をいただいた皆さま（敬称略・順不同） 

あすの牧郷をつくる会、 サニーサイドウォーク、 出張ミヤタ珈琲、 ふじのアートヴィレッジ、 匿名 4 件  
 

過去のつうしんの他、地区社協の情報をご覧になれます。 
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第 61 号 2020 年(令和 2 年) 2 月 1 日(土)        次回は  7 月発行予定です 

藤野地区社協 

藤野地区内の福祉施設・団体の 
活動紹介や作品を展示します！ 

 
 
 
相模原市食生活改善推進団体 

わかな会 藤野地区  

 
 

ボランティア・いきいき！！ 

「私達の健康は私達の手で」を 

スローガンに、食を通しての健康づくり活動を、地域を単位と

して推進しています。令和元年度、相模原市会員数３２３名。

内、藤野地区は、１４名（主に５０～８０歳代）です。 

 市で実施する研修会や日々の研鑽を通して、食に関する知

識や健康づくりのための今日的課題を学び、有意義で充実し

た活動を目指しています。 

 活動の主な内容は、＊市の委託事業「高齢者」「食育」「生

活習慣病予防」の料理講習会、＊地区独自の「のびのびクラ

ブ」や「公民館事業」の調理実習支援などです。 

 料理講習では、食品の選び方や組み合わせ、栄養表示の

見方、献立や調理法の工夫、減塩の大切さ等、様々な要素を

伝えます。汁物に、しょうがのすりおろしを加えて減塩を図

る、などの工夫も講習会の参加者に喜ばれました。 

 食生活は、健康づくりのための第一の柱であると考えてい

ます。調理実習など地域の方々の活動のサポートを行います

ので、お気軽にお声かけください。 

 

 
 

 

 

 
 

 

４０年前、桃山と呼ばれてい

たこの地に移住してきたのは、

主に団塊の世代と呼ばれる、そ

の当時は３０代の若い人達でし

た。今では、育てた子どもたち

は家から去ってしまい、残ってい 

るのは高齢者世帯です。買い物へ行くには、健康のために

なると歩いて行く人も沢山いますが、その中にはそろそろ

限界を感じている人もいると聞きました。そこでアンケート

調査をすると、全１１４世帯中３９世帯の方が、「買い物バスが

必要だ」と考えていることが解りました。そのような時に手

を差し伸べてくれたのが藤野高齢者支援センターと社協で

した。 

そして、くりのみ学園の協力を得て発足したのが、「モモ

ちゃんサロン」です。月２回の買い物ツアー、その後に、お茶

を飲み、お菓子を食べながらのおしゃべり会となります。

「百歳体操」「のびのびクラブ」「ルピナス」「卓球クラブ」

「買い物のみ」の方々が、一緒にお茶飲み話をするようにな

り、年末には、藤野台在住のネパールの方が作ってくれたカ

レーで、忘年会を兼ねたカレー・パーティーを開き、多くの

方々が参加して、楽しい時間を過ごしました。 

これからも、モモちゃんサロンを 

大切に育て、多くの方に利用して 

いただければと、スタッフ一同期 

待しています。 

 

  あなたの地域の 

  いきいき活動！ 

  藤野台 地区 

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。 

あたたかいご支援、ありがとうございました。 

集計期間：令和元年９月１６日～令和２年１月１５日 
 （敬称略・順不同） 

＊寄付金額：  131,910 円  

・ 中央電子(株)藤野会 
・ (有)花光祭典 メモリアルプラザ光 
・ 藤野地区民生委員児童委員協議会 
・ 宮野 幸久     ・ 匿名 2 件 
  

２０２０年、東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。 
ボッチャの魅力を知って、一緒に楽しみましょう。 

期 間：２月１４日（金）～ ２月２８日（金）午前中 

場 所：藤野中央公民館 １階 フリースペース 
※昨年度の様子 

《展示予定団体》 

くりのみ学園、藤野さつき学園、すずかけの家、なごみの里、ほのぼのサービスセンター藤野、

わかな会、藤野自分らしく生きることを支えあう会、ふじの介護者の会、ひまわり、ハート会、

サークル紡、たまり場アップル、吉野のびのびクラブ、ミルククラブ、幼児教室チューリップ、

ゆずカフェふじの、藤野高齢者支援センター、藤野地区民生委員児童委員協議会、藤野地区社協 

日 時： 月 日（月） 

午後１時３０分～４時 

場 所：藤野中央公民館 ３階 大会議室 

知っちゃえ！ ボッチャ！ やっちゃえ！ 

参加費 
無料 

ボランティア講座 

講 師：秋元
あきもと

 妙
たえ

美
み

 さん 

社会福祉士。ＣIL ちょうふ代表。東京都相談支援従業者
研修検討委員。調布市福祉人材育成センター運営委員。 
仮死状態で生まれ、脳性まひに。大学時代にボッチャに
出合い、2012 年のロンドンパラリンピックで入賞。
2020 年東京パラリンピックに向け、障がい者スポーツ
への理解と世界的水準のバリアフリーを提案。地元小学
校・中学校で講演をしたり、ボッチャを通してパラリン
ピックの素晴らしさを教えたりしている。 
※CIL･･･自立生活センター 

内 容：①講演 秋元 妙美さん 

「ボッチャの魅力と 

パラリンピック」 

     ②ボッチャの競技体験 

対 象：地区在住、在勤の方 

定 員：３０名 

申込〆切：２月１４日（金） 

問合せ先：藤野地区社協☎687-3361 

モモちゃんサロンスタッフより 

レポート！ 

＊寄付金額 

 217,322 円  

のびのびクラブ作品 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
担当地区 氏 名 担当地区 氏 名 担当地区 氏 名 

上宿･中宿･下宿 佐々木 由美子 名倉 倉田 好江 馬本･上野久保 
･吉原･新和田 

佐々木 敬治 
椚戸･桜野 眞壁 和江 葛原･日向 内藤 久子 

中原･奈良本 佐々木 幸枝 日野･中里 佐々木 美枝子 堂地･大鐘･小津久 中井  進 

藤野下 難波 和子 落合･上沢井 石井 敏夫 奥牧野･舟久保 髙橋 典子 

藤野上 鈴木 昌子 栃谷 佐々木 新一 綱子･長又 傍嶋 飛龍 

関野 中村 正太郎 和田･鎌沢･上河原 畑野 清久 菅井･伏馬田 小俣 雪恵 

上小渕･下小渕 大澤 芳雄 下岩 佐藤 秀子 藤野地区全域 
（主任児童委員） 

倉田 乃理子 
藤野台 水越 光子 御霊･上岩 山下 みどり 

日連 西山 笑子 牧馬･篠原上 佐藤 武久 藤野地区全域 
（主任児童委員） 

後藤 素子 
杉東（１区･２区） 荒井 三枝子 篠原中･篠原下 池端 恭彦 

杉西（３区～５区） 山﨑 美幸 大久和･中尾･小舟･ 
京王住宅･竹ノ久保･川上 

佐藤 清 

（敬称略） 

大刀･芝田 和田 信弘 *事務局は、市社協藤野地域事務所です。 

 
 
 
 
 
○生活介護 
○所在地：緑区佐野川 2433 
○連絡先：687-4227 
 
 

【施設紹介】 

平成２０年に【よもぎ】という名で始まった、障害の

ある方と一緒に製品を作る生活介護事業所です。 

現在男性１５名女性７名のご利用者が自分のできる仕

事をがんばっています。 

エコロジーを大切にし、様々なものにデコパージュし

た製品や、布草履・クリップ・ほうきなどをご利用者

と一緒に作っています。 

元気の源は運動ということ 

で、天気の良い日には散歩 

に出ます。 

行事はお祭りや調理実習・ 

クリスマス会などを毎年工 

夫して開催しています。 

わがまちの施設紹介シリーズ第 11 弾 

社会福祉法人ラファエル会 

佐野川薫風 

「じぶんの町をよくするしくみ」赤い羽根共同募金は、地域の社会福祉施設の整備

や、私たち地区社会福祉協議会が取り組む地域福祉活動に活用されています。 

この活動に際し、住民の皆さま、自治会、民生委員の方々のご協力に深く感謝申し

上げます。 

赤い羽根共同募金へのご協力誠にありがとうございます 

令和元年度福祉関係表彰をご紹介します。（敬称略・順不同） 

 

 
 
 

 
 

１２月１５日(日)、藤野中央公民館にて幼児ふれあい交
流事業を行いました。 

親子でできる手遊びで緊張をほぐした後、おはなしワニ
ーズによるおはなし会が始まりました。細部まで工夫した
布のおもちゃや絵本に感動し、かけあいや話の中に引き込
まれ、子どもも大人も楽しいひ 
とときを過ごしました。 

手作りの布おもちゃの温かさ 
を肌で感じ、また参加者同士お 
話をしながらおだやかな交流を 
することができました。 

◆令和元年度の募金実績等（１２月 31 日現在） 

区 分 
令和元年度 藤野地区の 

共同募金実績額 

【参考】 

平成 30 年度県共同募金会 

から相模原市内への受配総額 

赤い羽根募金 744,295 円 29,469,033 円 

年末たすけあい募金 274,840 円 15,809,003 円 

合 計 1,019,135 円 45,278,036 円 

 

令和元年度神奈川県共同募金会 
キャラクター野毛山動物園のカグー 

【お問合せ】 神奈川県共同募金会 相模原市支会藤野地区分会     

                 （藤野地区社会福祉協議会事務局内） 
        電話 687-3361   Fax 687-4049 

平成 30 年度は、募集

実績額の８３．５％が

市内で活用されてい

ます。 

民生委員・児童委員だより～地域で身近な相談員～ 

 
 
 

 
 

１０月２日(水)藤野農村環境改善 
センターで、１０団体の『のびの 
びクラブ』が集まり交流しました。 

団体発表では琴・ハーモニカ・ 
笛による演奏、音楽にあわせた手 

話ソング、ハンドベルや花笠音頭など、日頃の活動成果を
発揮し楽しい内容でした。 

ゲストステージでは、地区在住ピアノ講師の内藤久子さ
んによる懐かしい曲の演奏に合わせて歌って楽しんだ後、
劇団みんみんによるお芝居で認知症や民生委員について理
解を深めました。そして、民舞愛好会によるよさこいなど
の披露後 参加者も一緒に踊って会場が一つになり楽しい 
交流会となりました。 

藤野地区社会福祉協議会 
「福祉功労者表彰」 

 
・ラベンダーの会 

・福寿院 護持会 

・藤野商工会オープンチャリティゴルフ大会 

実行委員会 

・有限会社花光祭典 メモリアルプラザ光 

  

◆藤野地区社協での活用状況 

地区内で活動する高齢

者サロンや子育てサロ

ン、コミュニティサロン、

ボランティア団体へ助

成・支援をしています。 

＊サロン活動やボランティアグループへの支援        ＊ボランティア講座の開催 

地域のボランティア活動

活性化のため講座を開催

し、地域の方々が地域福

祉活動に参加できる場を

つくっています。 

昨年１２月、民生委員・児童委員の全国一斉改選に伴い、新たに藤野地区民生
委員児童委員協議会会長に就任いたしました、石井敏夫でございます。 

私は新元号「令和」の発表を受け新しい時代の息吹を感じました。そして未来
に対する期待が不安を上回る、不思議な興奮に包まれて、「令和」が始まったよ
うな気がしております。私たちも未来に対する期待にこたえられるよう、新メン
バー３０名でスタートいたしましたので、ご紹介させていただきます。 

今後とも地域社会の声に耳を傾け、「ゆるやかな見守り」と「社会福祉向上」
のために、力を合わせて頑張って参りますのでよろしくお願いします。  

会長 石井 敏夫         

相模原市社会福祉協議会 

「社会福祉活動推進功労者表彰」 
 
・ひまわり  （コミュニティサロン） 

・ルピナス  （コミュニティサロン） 

・大塚 章  （藤野地区社協 前会長） 

・長田 米二 （藤野地区社協 前副会長） 

・宮野 善三郎（藤野地区社協 前理事） 

・大塚 久江 （奥牧野のびのびクラブ） 

藤野地区敬老事業 

「地域貢献活動表彰」 
 
・ゆめクラブ日連長寿会 

・ゆめクラブ桂寿 

・吉野のびのびクラブ 

・隣組のお茶のみ会 

相模原市 

「社会福祉功労者表彰」 
 
・大塚 章  （藤野地区社協 前会長） 

・和智 八重子（ボランティア団体 あすなろ代表） 

・森川 きぬ子（ボランティア団体 あすなろ） 

 

「おはなしワニーズがやってくる～」 
～あたたかみのある布おもちゃとほっこり時間～ 

報 告 

盛りだくさんの催しに笑顔がいっぱい 
「のびのびクラブ合同交流会」 

布おもちゃに興味津々 

報 告 


