緑区区制施行５周年記念
第８回相模湖市民健康まつり
＝さがみ湖リゾートプレジャーフォレストへ＝
１０月２５日（日）雨天中止
集合時間：午前８時３０分
集合場所：相模湖総合事務所（与瀬・小原地区）
阿津こども広場（千木良地区）
さがみ湖リフレッシュセンター（内郷地区）
参加費：入園料として３歳以上、一人 500 円
（自治会加入者と家族には自治会連合会から助成があ
り無料になります。
）
申込期間：９/１（火）～１０/１４（水）
主催・申込・問合せ：桂北公民館（042-684-2377）
共催：相模湖地区自治会連合会
相模湖地区社会福祉協議会

つくよう祭は津久井養護学校の児童・生徒による
学習発表の場です。
日時：１１月１３日（金）9:45～11:45
「ｽﾁｰﾙﾊﾞﾝｺﾝｻｰﾄ」生徒作業学習製品の販売
１１月１４日（土）9:45～14:20
学習発表、生徒作業学習製品の販売
PTA によるバザー、施設・作業所製品の販売
会場：神奈川県立津久井養護学校（緑区若柳 44）
※公共交通機関をご利用ください。
お問い合わせ：県立津久井養護学校 担当 高橋
電話：042-684-4860

11 月
胸躍る（むねおどる）まつりが結ぶ（むすぶ）
笑顔の輪（えがおのわ）
未来へ（みらいへ）つなごう みんなの心（こころ）
昨年度当園は皆様のおかげで 50 周年を迎えることができ
ました。新たな時代へ向け今後もよろしくお願い致します。
そして、毎年恒例のまつりだ！やまゆり！！が開催されま
す。地域の皆様をはじめ、たくさんの方々にご来園いただき、
交流を深めたいと思っておりますので是非ご来園ください。

日時：平成 27 年 10 月 17 日（土）10:00～14:30
場所：津久井やまゆり園（緑区千木良 476）
内容：模擬店・アトラクション・催し物
お問い合わせ：社会福祉法人かながわ共同会
津久井やまゆり園
電話：042-684-3511
担当：北嶌 山口
広

今年も「相模湖ふるさとまつり」会場で『福祉バザー』を開催いたします。
ご家庭で使用しない未使用品がありましたらご寄付をお願いいたします。売
上金は、地域福祉活動のために使われます。

相模湖こども園 042-684-3025
10 日（火）作って遊ぼう
10:00～
12 日（木）消防署との合同訓練 10:00～
13 日（金）芸術鑑賞会
10:00～
内郷保育園 042-685-0002
10 日（火）おはなしクレヨン
10:00～
11 日（水）消防署との合同訓練 10:00～
13 日（金）相模湖ﾌﾞﾘｰｽﾞﾊｰﾓﾆｰ
10:00～

・家具、電化製品等一人で持ち運びができない物、
食物についてはご遠慮願います。
・電化製品については使用の確認をお願います。

千木良保育園 042-684-3355
9 日（月）みんなで踊ろう
10:00～
10 日（火）消防署との合同訓練
9:45～
11 日（水）おはなしクレヨン
10:00～
12 日（木）作って遊ぼう
10:00～
13 日（金）わくわくデー
10:00～

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。
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給湯器・石油ボイラー

修 理・販 売

★メニュー
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）

★カラオケルーム
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修理、即日対応致します!!

日時 １１月８日（日）
午前１０時～午後２時
場所 県立相模湖交流センター
「相模湖ふるさとまつり」会場
※雨天時は相模湖総合事務所３階大会議室で開催します
同時開催

相模原市緑区小原６６８
電話
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営業時間 11～14 時、17～21 時
火曜定休・駐車場有
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ふくし絵手紙コンクー
ルの投票をバザー会場で
で行います。

昨年の展示の様子

地区内の希望団体等に
お譲りします。10/21 まで
にお申し出ください。

世田谷区奥沢地区からの視察
平成 27 年度

コンクール

今年度も『ありがとう』のテーマで、日ごろの感謝の気持ちを、絵手紙で表現していただきま
した。
応募していただいた作品は、１１月８日（日）のふるさとまつり会場≪県立相模湖交流センタ
ー≫にて、展示し投票を行います。あなたの一票で入選作品が決まります！多くの方の投票をお
待ちしています。
なお、投票の結果は、地区社協だより・市社協ホームページに掲載されます。また、優秀作品
には記念品が贈られます。

暮らしに役立つ交流会に参加しましょう!!

冷蔵庫に備えて安心！

とっさの時の

９月までに５自治会で開催し、福祉に関する研修と地
域の交流を行いました。

《今後の開催予定
日

程

９月末現在》

会

場

主

催

研修プログラム

11 月 12 日(木)

増原営農センター

11:00～12:00

知ろう!在宅福祉・介護保険サービス

11 月 21 日(土)

桂北地区集会所

13:30～14:30

わかって得する！生活習慣病

う。

増原自治会

桂北地区自治会

自治会や老人会に未加入の方も参加できます。
参加申し込みは、主催自治会または地区社協まで。

ケース
緊急時、救急隊や近所の
方が発見しやすい冷蔵庫、
もしくは周辺に保管し、緊
急連絡先や医療機関の情報
や顔写真等を入れておき、
急病や災害時に備えましょ
う。
＜既にお持ちの方＞
民生委員が訪問し、緊急連
絡表を配布します。
最新情報に書き換え、いざ
という時に備えましょう！

申込・問合せ

相模湖地区社会福祉協議会、担当民生委員

８月１８日（火）
、
「ふれあい・いきいきサロン交流会」
に参加しました。交流会には１６箇所のサロン、ボラン
ティア団体、関係団体から４０名余りが出席しました。
昨年新たに４箇所（道志、寸沢嵐、小原、阿津）でサロ
ンが発足し、発足時の話を興味深く
聞きました。その後、関係団体が提
供するサービスや貸出物品の紹介が
あり、サロンで活用できる多くの情
健康づくり普及員から
ソフトダーツを紹介
報を得ることができました。
後半は６つのグループに分かれて情報交換・意見交換
を行い、女性ばかりのサロンと男性が混じるサロンでは
雰囲気や運営が大きく異なるということ、多くのサロン
で出席者の固定化あるいは減少という問題を抱えてい
ることを感じました。また、祭典時の模擬店や季節の行
事開催等、知恵を出しているサロンも多く、大変参考に
なりました。
寸沢嵐では昨年の交流会でのさまざまな情報を基に、
多くの関係者の協力で４月にサロンを立ち上げること
ができました。より良いサロン運営のためには、この交
流会をはじめ、さまざまな場で各サロン関係者が悩みや
情報を共有すること、また協力団体の支援を上手く活用
することが重要だと思いました。
生き生きサロン寸沢嵐
中河 学

地域の見守り隊
名前の通り、地域の防犯を目的とし、又、犬のフンの
ないきれいな町づくりを目指し活動しています。
設 立 平成２２年５月
世帯数 ７１世帯（平成２７年４月現在）
Q どんなことするの？
 不審な人・車はないか？登下校の子供に異常はな
いか？注意を払う。
 毎日の散歩は時間もコースも自由。
 犬のフンは飼い主さんが責任をもって持ち帰る。
毎日の散歩＝ボランティアとなるゆる～いボランテ
ィアです。何の制約もなく、会費も無しです。
近年生活環境が大きく変わり様々な事件が発生して
います。より多くの人達が、自分たちの住んでいる地域
を守ることは必須です。
さあ、あなたも愛犬と共に参加しませんか？

地域の社会福祉施設の設備や私たち相模原市民が取り組む
地域福祉活動に活用しています。

紹介ビデオ

相模湖わんわん youtube

検索

お立ち寄りの際は、是非ご協力をお願いします。
日
時 １０月１０日(土)午前１０時～午後２時
場
所 たからやフレサ相模湖店
実施団体 相模湖地区社会福祉協議会
相模湖地区民生委員児童委員協議会

昨年度の様子（たからやフレサ相模湖店）

鈴木(042-685-3940)

７月２８日、東京都世田谷区の奥沢地区社協の皆
さんが「ついでにちょっと乗っていきなよ」支援サ
ポート事業や「内郷地区乗合タクシー」運行につい
て視察に来られました。
お聞きしたところによると、幹線道路には１時間
に１本の割合でバスが運行されているとのことで
昨年度街頭募金様子
すが、バス停に出るまでや周辺の交通手段に問題が
あるのだそうです。
いわゆる買物難民等と称されて
（フレサたからや相模湖）
いる方々の交通手段対策について参考になればと
訪ねて来られました。
羨ましいことに、地区の篤志家が自動車は提供し
てくださることになっているとのことですが、その
運営方法についてお知恵拝借というわけで、約２時
間、質疑応答を含めた中味の濃い懇談でした。
大都会の東京の中にも、高齢者が必要としている
買い物、医療、金融機関への交通手段の確保につい
て考えなければならない地区もあるのだというこ
とに驚きを禁じえませんで
したが、少子高齢化の進む
日本では何処でも起こり得
ることなのかもしれませ
ん。
理事 石井 孝之

７月３０日、８月７日の２日間、夏休み小中学生
ボランティア体験セミナーが開催され、１６名の参
加者が集まりました。
１日目 ボランティア活動体験
○赤ちゃんへのプレゼント作り
○牛乳パックのビックリ箱作り
○樹脂粘土ストラップ作り
○フラダンスの練習
○絵本の読み聞かせの練習
○災害用非常食試食体験
２日目 園児・高齢者との交流体験
午前中は相模湖こども園を訪問しました。園児の
ペースに合わせての絵本の読み聞かせは見事でし
た。その後はみんなで体をいっぱい動かしてフラダ
ンスを楽しみ、ねこクリップとビックリ箱をプレゼ
ントしました。
お昼は男の料理クラブ、わかな会の皆さんが作っ
てくれた美味しいカレーをほおばりました。
午後はさがみこデイサービスセンターを訪問。読
み聞かせでは、高齢者の皆さんは、目を細めて時に
は声を出して盛り上げてくださり、微笑ましいひと
時でした。フラダンスは踊りの説明をしながらひと
時ハワイアンムードになりました。その後、小中学
生と高齢者でゲームを楽
しみ、プレゼントを交換。
ボランティア体験を全
部クリアし、全員満足顔
で修了しました。私達お
となもパワーをいっぱい
もらいました。
地域福祉推進委員 小林 さよ子

