平成２７年度から新たな募金が始まります。
地域福祉の応援のため、ご協力をお願いします。
相模湖地区社会福祉協議会

福祉協力募金
募集期間
募金の受付

年額１口３００円

４月～１０月
自治会
相模湖地区社協事務所窓口（総合事務所３階）

☆ 詳しくは黄色のチラシをご覧下さい。

相模湖地区内の商店、金融機関
等３９ヶ所に募金箱を設置して
います。今年度の募金金額は
８８，６１１円（平成 27 年 2 月
20 日現在）
。募金にご協力いただ
きありがとうございました。
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募金箱
【与瀬・小原地区】

地区社協への寄付に感謝いたします
募金活動にご協力いただき、ありがとうございます。
皆様から頂いた心温まる募金は、福祉活動を行う貴重な財源
となります。皆様のお志を大切に、相模湖地区の福祉活動に活
用させていただきます。

平成２６年７月以降にご寄付いただいた皆様（敬称略・順不同）
【寄付金】
沼本自治会

相模湖総合事務所職員駐車場管理会

千木良体育振興会

相愛信用組合 相模湖支店

さがみこ花を楽しむ会

さがみ湖リフレッシュセンター指定管理者

中央電子（株）藤野会

ふるさとまつり実行委員会内郷会場

ゆめクラブ阿津川会

食生活改善推進団体わかな会

女性学級すてき実行委員会

相模湖子どもまつり実行委員会

相模湖地区民生委員児童委員協議会

匿名（３名）

【寄付物品】ベルマーク、りんご、書き損じはがき・年賀状、タオル、切手
使用済み切手
ほか
相模コーヒー＆ランチ

相愛信用組合

山口

匿名（３名、１グループ）

憲一

相模湖支店

相模コーヒー＆ランチ
（株）相模湖電設
丸井（株）
丸井寝装部
合資会社 枡屋商店
（株）前田モータース
橋本薬局
いかりやレストラン デミタス
山本商店（山本金物店）
鮨処 一元
かどや食堂
津久井郡農協 相模湖支所
山梨信用金庫 相模湖支店
みやげカシマダ
相愛信用組合 相模湖支店
相模湖交流センター
ともしび喫茶 青林檎
見晴らしドライブイン
清水亭
ラーメンセンター
グリーンスポット
湖の里 小原本陣夢屋
【千木良地区】

キッチンタカハシ
（有）なかみせ
（有）岸精肉店
津久井やまゆり園
【内郷地区】

春です!!

広告

○裏返し畳 ○畳の表替え ○縁なし畳 ○新床畳

畳の状態と、お客様のご希望に応
じて地元の信頼の畳一級技能士がて
いねいに本格仕上げ!!
クリック
塩谷畳店
北相の地で創業 106 年

検

索

さがみ湖地区社
協だよりに企業、
商店、事業のＰＲ
などの広告を掲載
しませんか。
詳しくはお問い
合わせください

（有）東屋商店
内郷郵便局
津久井郡農協 内郷支所
内郷診療所
（有）山口商会
函館ラーメン湖龍
CAFÉ COCCO
（有）スアラシ石油
阿津川食堂
Ｊマート 相模湖店
榎本犬猫病院
たからやフレサ相模湖店
【藤野地区】

てんすい

各地区 のサロンの活 動
写真が展示され、楽しそう
な笑顔が印象的でした。
熊本成子

福祉のつどいに参加してよかったと
思いました。障害を持った方も年を重
ねた方も参加して親睦を深め、日頃の
努力の成果を発表出来る場だと思いま
した。展示部門にしても舞台発表にし
ても熱く心に響きました。
佐平輝子
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詳細は中面をご覧ください

美女谷鉱泉のお話と八
王子車人形のお話がとて
も心を打たれました。
市川百合子

【寄付金が５万円以上】
（敬称略）
佐藤 本一
山﨑 睦恵

【寄付が継続して５年以上】（敬称略）
中央電子株式会社 藤野会
与瀬グリーンクラブ
さがみこ花を楽しむ会
千木良体育振興会
相模湖地区民生委員児童委員協議会

おしどりレポート

vol.７

相模湖地区社協パンフレット完成！

～地区ボランティア紹介：おはなしクレヨン～

相模湖地区社協地域福祉推
進委員会で検討を重ね、昨年
１２月に地区社協の事業や地
域の福祉活動を紹介するパン
フレットが完成しました！
総合事務所他地区内の施設
で配布しています。

２０周年を迎えて
おはなしクレヨンは「子ども達が心豊かに育ってほ
しい」との願いをこめて絵本の読み聞かせをしている
ボランティアグループです。

♥ 是非、ご覧下さい ♥

私達のおはなしを楽しみに待ってくれている子ど
も達や、地域の皆様に支えられて２０年を迎えること
今年のステージの部は、相模湖地区の福祉活動に関わる団体の発表の場となり、地域の皆さんに、より具体的
に福祉を示し理解していただくのにふさわしい催しとなりました。
開会式、福祉功労者表彰等が行われた後、内郷中学校の生徒さん達の素敵な木管演奏に始まり、ゆめクラブの
代表による老人パワー全開の歌あり踊りあり、サロンの高齢者と会場が一体となって踊ったフラダンスありで、
昨年度街頭募金様子
最後のショーアップされた手話ダンスまであっという間の有意義な一日でした。
（フレサたからや相模湖）
また、
「町おこし」
、
「読み聞かせ」
、北相中学校の「紙芝居」、「視覚障害者への音声訳」などの福祉への様々な
アプローチの方法も紹介され、ボランティア活動に興味を持たれた方も多かったと思います。
障害者の団体では唯一、日中活動支援センター「ファンファン」の皆さんが参加して下さいました。障害者の
メンバーの方々の圧倒的な打楽器演奏には、会場も感動の渦に包まれ、いつまでも拍手が鳴りやみませんでした。
指導の先生が帰りぎわに、
「来年も必ず出ます」とおっしゃって下さったのが印象的でした。忘れられないステー
ジとなりました。
《ステージ部門長 江藤雅文》

ができました。３人から始まったこの会も現在１３人
になり、十人十色といいますが選ぶ本、読み方などに

相模湖交流センター２階 青林檎前

各自の個性がでて、これがまた良いバランスでおはな

ぬくもり絵本コーナーが
リニューアルされました!!

し会を構成することが出来ています。
おはなし会が近くなると、どんな本を読もうか聞き
手を思い浮かべながら、季節や話題を考えて本を選ん
でいます。聞いている子ども達の食い入るようなまな
ざしや笑い声、おはなし会が終わって「ああ楽しかっ
た！」という声を聞くことは、私達にとって幸せのひ
と時です。子ども達から「元気の素」をもらい一緒に
楽しい時間を過ごすことが長い年月続けてこられた

アートギャラリーでは、各種１１団体の皆様にご協力いただき、さまざまなものが展示されました。
「ふくし絵手紙コンクール」の見応えのある２４３作品。
「社協の事業紹介」の≪にこまる≫たちのかわいいひ
な飾り。
「高齢者サロン」の、活動の紹介や折り紙・リース・苔玉など。「相模湖幼稚園・与瀬保育園」、「津久井
養護学校」
、
「津久井やまゆり園」の皆さんの力作の数々。
「食生活改善推進団体わかな会」、
「まち夢工房」の興味
深い豊富な資料。
「民生委員児童委員協議会」
、
「高齢者支援センター」の身近なことを気軽に相談できるコーナー。
「録音奉仕会かつら」の１階ロビー体験コーナーは中学生にも人気でした。
明るく楽しい雰囲気の会場となり、足元の悪い中、ご来場いただき、熱心にご覧いただき、本当にありがとう
ございました。また、前日より準備をしていただいた各団体の皆さんにも感謝致しております。
『ふれあいは励まし』という言葉を聞いたことがあります。私自身、この会場で多くの方と出会い、ふれあう
ことができ、大いに励まされ元気づけられました。来年の「福祉のつどい」にも『ふれあい』を求めぜひ多くの
方のご参加を期待しております。
《展示部門長 大谷妙子》

原動力になっているのだと思います。
また、最近は地域の皆様にもお声をかけていただ
き、大人の方にもおはなし会をさせていただくように
なりました。先日の福祉のつどいでは私達の活動の一
部を見ていただきましたが、これからも皆様に支えて
いただきながら、継続は力なりで一つ一つの積み重ね
を大切に元気に楽しく活動していけたらと思います。
おはなしクレヨン 藤田尚美

今まで青林檎内に置かれていた本たちを、すぐ
隣のロビーへ移動し、明るくて見やすく、手に取
りやすくなりました。２月２５日には、おはなし
クレヨンさんによる「ぬくもり絵本おはなし会」
を行い、子供からの「なんで？」
「どうして？」に、
おとなが笑顔で答える素敵なひとときでした。改
めて子供の発想力や豊かな心に、あっと驚かされ
ました。
絵本は子どもの心を育てます。読み聞かせるこ
とで、親子のスキンシップも図れ、絵本を通して
多くの言葉やできごとに出会うことで、様々なこ

初めて販売活動に
参加させて頂き、あ
りがとうございまし
た。様々な催し物が
あり楽しく過ごすこ

当園、利用者様・職員の手作り

さなどを学んだりしていくのです。

て完売でき、地区社

是非この機会に、ぬくもり絵本コーナーでたく

協へ売上げを寄付
することができま
した。

とができました。

製品を多くの方に手にしていた

とへの興味や関心が高まったり、思いやりや優し

お し る こを す べ

だきありがとうございました。同

た こ 焼 き１ ０ ０パ ッ

製品は、青林檎にも置いていただ

クが１時過ぎには完売!!

いておりますので、お求めいただ

楽しく販売できました。

初めて、社協の大切な事業に模擬店として参加

ければ幸いです。また、秦野精華

お買い上げいただいて

し、多くの人々に会え、とても楽しい時間を過ご

園のパンもお昼には完売しまし

ありがとうございまし

すことができました。地域の活力を知ってもらう

た。ありがとうございました！！

た。

為にも、ぜひ、来年度も参加したいと思います。

地区社協の備品を貸出しています
地区社協ではテント、発電機、綿菓子機などの備品
を、自治会や地区内の団体などに貸出します。ご利用
ください。
【貸出のきまり】
☆地区内自治会は利用日の３か月前から、その他の
団体は２か月前から受付けます。
☆お申込みは、地区社協事務局に申込書を提出して
ください。
☆詳細は事務局にお問合せください。
（☎649-0202）

さんの絵本に出会ってみませんか。親子でふれあ
う大切な時間を必ず実現できることでしょう。
新しい絵本を取り揃えてお待ちしています。
理事

岩﨑祥子

絵本コーナーに
新しい絵本が仲間入り!!
●おべんとう
●わんぱくだんのひみつきち
●ふしぎなでまえ
●おしりたんてい
●まくらのせんにん
●十二支のかぞえうた

