夏休み「みんなの遊び場」

「パソコンの輪」に参加しませんか？

「熱中症の心配をしないで遊べて安心」
「子どももマ
マもお友達に会えてうれしい」
「クールシェアで節電」
と毎年好評の「遊び場」
今年も開催します。
お友達と来てね！
開催日：夏休み期間中の水曜日
10：００～16：００
7/2２・２９・8/5・12・19
場 所：相模湖総合事務所 3 階大会議室
対象者：地区内小学 6 年生までの児童
未就学のお子様は保護者同伴
問合せ：相模湖地区社会福祉協議会

（PC ビレッジボランティア募集）
PC ビレッジは障害者・初心者へのパソコンを支援する
グループです。高度なパソコンの知識は必要ありません。
メールやインターネットができれば充分です。
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活動内容
☆らくらくパソコン広場 緑第一障害者地域活動支援センター
毎月第２・第４木曜日 13:00～15:00
☆パソコン初めの一歩
串川ひがし会館
毎月第１・第３木曜日 13:00～15:00

連絡先 042-685-3940 鈴木

５月２３日（土）に総会が開かれ、新役員、理事、構成員と
平成２７年度の事業、予算が承認されました。

津久井養護学校からのお知らせ
「オリジナル T シャツで夏を楽しく！」をテーマに好評の
草木染めで T シャツを染めます。ミニ模擬店も開催します。

日時：平成 2７年８月 2９日（土）13:30～15:30
定員：20 名程度
参加費用（材料費）：大人 1,000 円
＊駐車台数に限りがありますので、乗り合い
もしくは公共交通機関をご利用ください。
問合せ 社会福祉法人かながわ共同会 津久井やまゆり園
寸沢嵐地区日中活動支援センター「ファンファン」
住所：緑区寸沢嵐 575-1
電話：042-684-9121
Fax：042-684-9122
担当 大久保
＊参加ご希望の方は、
お電話･FAX にて受け付けております。
（定員になりしだい、締め切らせていただきます。
）

夏祭り
日時：７月２５日（土）１３：００～１５：００
内容：ステージ発表（じょいそーらん乱舞さがみこ様の
演技、本校ダンスコース、太鼓コース他）
高等部作業班製品販売、喫茶班販売、ゲ
ームコーナー、ＰＴＡ・施設・作業所販
売など

交流体験教室
日時：７月３０日（木）１０：００～１２：００
内容：工作教室（レインボースコープ）
城山高校ひまわりクラブによる人形劇
材料費：なし 定員：２０名
※７月１０日（金）までにお電話でお申し込みください
問合せ 津久井養護学校地域連携・交流係
電話：０４２－６８４－４８６９

保育園・幼稚園の地域交流

☆相模湖こども園

こども園、保育園では地域の子育て支援のため、育児相談、園庭開放、
☆千木良保育園
絵本の貸出など行っています。園児と一緒に楽しめるイベントもあるの
でお気軽に遊びに来てください。詳しくは各園までお問合せください。 ☆内郷保育園
賛助広告

塩谷畳店

地域の皆様には、日頃より地区社協の事業にご理解
とご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。
平成２７年度定期総会に於いて、引き続き、会長を
務めることになりました。改めて重責を感じておりま
す。
昨年度は、地区社協の安定した自主財源の必要よ
り、福祉協力募金制度の創設を行ない、今年度から自
治会のご協力を得て、皆様に募金のお願いをすること
といたしました。
当地区は、少子高齢化、人口の減少、環境の変化等
が著しく、福祉ニーズは多様化しております。つきま
しては、更なる地域福祉の増進に取り組んで参ります
ので、皆様の力強いご協力とご支援をよろしくお願い
申し上げます。
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副会長
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○畳の表替え
○新床畳

ラーメン各種（醤油・味噌・タンメン）
定食各種（焼肉・餃子・レバニラ）

相模原市緑区小原６６８
０４２-６８４-９０１３

～ちょっとした会合
にどうぞ～

法事・お茶会・お土産・ご進物に! !

古民家風カフェ 併設
営業時間 11～14 時、17～21 時
火曜定休・駐車場有
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北相の地で創業 106 年
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げ!!
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地区社協では、地区内の福祉団体、ボランティアグループを対象に助成事業を実施
いたします。助成をご希望の団体は、事務局までご連絡ください。
TEL 042-649-0202

このページの編集
は、
らくらくパソコ
ン広場が担当しま
した。

平成２７年度

相模湖地区社会福祉協議会

事業計画と予算

相模湖地区社協の事業は、市社会福祉協議会からの補助金や、地域の皆さんにご協力い
ただいた地区社協福祉協力募金、市社協賛助会費の配分金などを財源に運営しています。
平成２７年度主な事業
地域福祉団体との連携強化
地域福祉課題の検討

地域ささえあい活動の推進
① とっさの時のあんしんケースの配
布・更新
② みまもりネットさがみこの実施
③ 「ついでにちょっと乗っていきなよ」
支援サポートの実施
④ こんにちは赤ちゃん！さがみこ“ぬく
もり”支援事業の実施
⑤ 夏休み「みんなの遊び場」の開設
⑥ ぬくもり絵本コーナーの設置
⑦ 子育てマップの配布

福祉の情報提供・啓発活動
① 地区社協広報紙を年 4 回発行
② ツイッター、ホームページなどインタ
ーネットによる情報発信
③ 福祉バザーの開催
④ ふくし絵手紙コンクールの開催
⑤ 福祉のつどいの開催
⑥ 暮らしに役立つ交流会の開催
⑦ 福祉に関する啓発講座の開催
⑧ 地区社協情報コーナーの設置
⑨ 地区社協パンフレットの更新
ボランティア活動の推進支援
② ふれあい・いきいきサロン交流会の開
催
③ 夏休み小中学生ボランティア体験セミ
ナーの開催
③ボランティアグループ交流会の開催

平成２７年度予算

当事者団体活動の推進支援
福祉活動の助成
地域活動支援備品の貸出
災害時に備えた地区社協の取組み

雑収入
90,648

（単位：円）

市社協
補助金
1,039,252

繰出金
100,000

支出合計

2,958,000

事業費収入
220,000
事務費収入
24,000

事務費
377,630

助成金
550,000

収入合計
寄付金
130,000

地区社協福
祉協力募金
600,000

暮 ら し に 役 立 つ 交 流会

自治会長さん、会員の交流できていますか？

～どうぞ、社協にお任せ下さい！～
「取りあえず自治会費は集めたけれど、どうやって会
員同士の絆を深めていったらいいのかわからない・・・・。」
こんなお悩みを抱えた自治会長さんも多いのではないで
しょうか。
『暮らしに役立つ交流会』は、そんな自治会をお手伝
いする人気プログラムです。手間や費用はかかりません。
福祉関連の研修項目の中から、会員が興味を持ちそうな
テーマ（例えば認知症）を一つ選べば完了です。社協で
講師の手配をし、回覧チラシなどの作成をお手伝いしま
す。また研修会終了後に、自治会員同士の交流会に移っ
ていただきます。実はこの交流会こそがこのプログラム
の主目的です！当日の交流会の補助（一人５００円以内）
もございます。ささやかなコンビニ弁当ひとつでも、お
おぜいでの会食は、和気あいあい盛り上がりますよ。い
かがでしょう、それなら自分たちにもできそうだと思わ
れたのではないでしょうか。
このプログラムを採用してい
ただいた自治会からは、
「手軽
にできて（約２時間）、単なる
飲み会よりためになって（し
昨年開催 下西自治会
かも無料）
、会員の交流もしっ
「転ばないための体操」
かりできて助かりました」とい
う声を多数いただいております。まだ開催しておられな
い自治会は即刻ご検討下さり、上手に会員の交流を図っ
て下さい。
副会長 江藤 雅文

ボランティアグループ活動紹介

予備費
120,370

前年度
繰越金
654,100

地区社協事業

負担金
20,000

賛助会費
配分金
200,000

今年度から新たに創設された募金
です。地域福祉の応援のため、ご
協力をお願いします。

会議費
20,000
情報提供
活動事業
370,000

2,958,000
備品購入
・修繕費
350,000

渉外費
60,000

地域支えあい
活動支援事業

平成１７年千木良公民館は加藤馨さんのご厚意によ
り改築されました。その翌年、パソコンボランティア研
究会を発足し、誰でもパソコンを操作できるようにと勉
強会を始めました。
「千木良公民館まつり」のポスター作成依頼を受けた
事を皮切りに、公民館、社協、自治会等のイベントに協
力し、会員でできる事を提供しています。例えば、地区
社協の夏休み小中学生ボランティア体験セミナーや福
祉のつどいへの協力。イベントでインターネット体験コ
ーナーを設置して子供達と一緒に楽しんだり、公民館ま
つりの面白写真も好評でいまだに続いています。
さて、今年は何をしようかなと考えを巡らしている毎
日です。
代表 石井 智美
6/21 千木良公民
館まつりに参加

580,000
その他の
事業
410,000

面白写真で撮影

今年４月、相模湖地区に新たに３つの地域に高齢
者サロンが誕生しました。
☆生き生きサロン寸沢嵐（寸沢嵐集会所）
☆ニコニコサロン小原（小原集会所）
☆阿津サロン「幸楽」（さがみ湖ﾘﾌﾚｯｼｭｾﾝﾀｰ）
それぞれ地域の交流の場、親睦の場としておしゃ
べりを中心に月に１回各地域独自の活動を行って
おります。各地域の皆様はお気軽にご参加くださ
い。
また、８月には相模湖地
区１６ヶ所のサロンの代
表者が一堂に集まり情報
交換を行う「サロン交流
会」を予定しております。
阿津サロン「幸楽」
体操のあとのおしゃべりタイム

理事 小谷田 和雄

地区社協からの募集
申込・問合せ 相模湖地区社会福祉協議会
相模湖地区社会福祉協議会
申込・問合せ
電話 ０４２-６４９-０２０２
０４２-６４９-０２０２
電話
夏休み

☆日時・内容（２日間とも１０：００～１５：３０）
７月３０日（木）ボランティア活動体験
プレゼント作り・フラダンス・読み聞かせ
８月７日（金） 幼児・高齢者との交流体験
☆対 象 地区内の小学４年生～中学生
☆会 場 相模湖総合事務所、相模湖こど
も園、さがみこデイサービスセ
ンター他
☆申込締切 ７月１７日（金）
参加者にはボランティア認定証が贈られるよ！
※詳しくは、７月に学校で配布するチラシをご覧くだ
さい。

日ごろ伝えられない感謝の気持ちを絵や文字で
表現してみませんか？
テーマ「 ありがとう 」
○用紙サイズ：はがきサイズ（100ｍｍ×148ｍｍ）
○色鉛筆・クレヨン・絵の具なんでもＯＫ
○応募方法：裏面に①氏名②住所③電話番号を
記入して郵送か窓口へ持参
○応募資格：相模湖地区内在住・在勤・在学の方

