サ ロ ン 紹 介

増原お元気サロン

高齢者サロンとして、平成２１年３月から始め、８年目
に入りました。増原営農センターで毎月第一月曜日に午前
１０時から正午まで開催しています。参加者は当初より男
性２、３名を含む１５名前後で、内容は身近な話題でお喋
りをし、体操、歌を定番として、ゲーム、折り紙、カラオ
ケや４月のお花見、８月は小学生との交流等を行っていま
す。
参加者のもう一つの楽しみは、畑で出来る旬の野菜を使
ってのスタッフの手料理で、ちなみに 7 月は新じゃが芋に
よるじゃがバターです。
毎月の集まりを楽しみにして
いただいていますので、スタッ
フ５人も楽しみながら行なって
います。
代表 江藤 堅一

新サロン

体操・習字・ぬりえ・和裁・料理・手芸・ゲーム等色々
な活動を展開する中で一緒に「話し」、
「笑い」、
「考える」、
そんな明るい人達の集まっている素晴らしいサロンで
す。どなたでも参加できますので是非一度見学にご来場
ください。会員一同お待ち申し上げております。
日時：第１・第３火曜日 午前 10 時～
場所：さがみ湖リフレッシュセンター
代表 榎本 町子

津久井養護学校からのお知らせ
「シルクスカーフをオシャレに染めよう♪」
今回は好評の草木染めでスカーフを染めます。終了後、ハン
ドベルの涼しい音色を聴きながら、美味しい物を食べつつ、楽
しく過ごしていただきたいと思います。
日時：平成 28 年８月 27 日(土)午前１時３０分～３時３０分
定員：20 名程度
参加費用（材料費）：一人 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。
）

地域団体紹介コーナー

参加者募集
か

え

で

手話サークル 加絵手

手話体験教室

石井孝之
小谷田和雄
大谷妙子
甘利ミツ子
鈴木雅代

こんにちは赤ちゃん！さがみこ“ぬくもり”支援事業

200 人目達成‼

赤ちゃんの誕生を
地域のみんなで祝福

日時：７月２3 日（土）午後１時～３時
内容：ステージ発表（松が丘園よさこい様の演技、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２９日（金）午前１０時～１２時
内容：藍の生葉染め「オリジナル T シャツを作ろう」
城山高校ひまわりクラブによる人形劇
材料費：300 円程度 定員：２０名
※７月２０日（水）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：０４２－６８４－４８７９

手話は、耳に障害のある方と話をしたり、気
持ちが通じあうことができる「言葉」です。
魅力ある「言葉」でお話ししてみませんか。
親子で、お友達同士で誘い合って、ご参加く
ださい。
初心者大歓迎！！

開催日：8 月 27 日(土)、9 月 3 日(土)
時 間：午前 10 時～正午
場 所：相模湖公民館 2 階 会議室
参加費：100 円（資料代）
申込先：市社協相模湖地域事務所
tel．042-649-0202
申込み締切：8 月１９日（金）

—編集委員－

夏祭り
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小中学生も
参加してね

あとがき
我が家の畑ではこの時期「むらさきつゆ草
がいたる所で咲いています。その名の通り花
の色は紫色ですが、その中にポツンと「白色
のむらさきつゆ草」を見つけました。この白
い色の花に感動しています。
K.K

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。

福祉活動団体助成金
お知らせ
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。

自治会に加入しよう！
自治会活動は
地域福祉の原動力
自治会に関する問合せ
相模湖地区自治会連合会
事務局
（相模湖まちづくりセンター内）

電話

042-684-3213

【発行】相模湖地区社会福祉協議会 〒252-5162 相模原市緑区与瀬８９６番地 相模湖総合事務所３階
(市社協相模湖地域事務所内) 電 話 ０４２－６４９－０２０２ ＦＡＸ ０４２－６４９－０２００
メール sagamikotiku@sagamiharashishakyo.or.jp
ホームページ
相模湖地区社協
検索

しおりちゃんを囲んで・・・
ご家族、民生委員・児童委員、主任児童委員、
ぬくもりボランティアのみなさんと一緒に

熊本地震

200 人目の赤ちゃんはしおりちゃんでした。
ぬくもり支援事業を始めて 5 年目の節目とい
うこともあり、主任児童委員、地区担当の民生
委員・児童委員と一緒に、毎回のプレゼントを
手作りしてくださっているボランティアの方と
地区社会福祉協議会の方も加わって、お祝いの
訪問をしてきました。
お母さんからは、しおりちゃんの出産時の様
子やお兄ちゃん、お姉ちゃんたちの成長のよう
すをお聞きしました。
誕生した子どもたちの成長を見守りながら、
相模湖地区が子育てしやすい土地となるよう、
皆さんで地域福祉に関心を寄せていきましょ
う。
理事 滝澤 登

被災地支援募金

４月に発生した熊本地震の被災地支援とし
て、５月２８日（土）に、たからやフレサ相模
湖店で募金活動を行いました。来店された多く
の方のご理解とご協力で、５８，１４０円をお
寄せいただき、①被災された方への義援金 ②
被災地支援活動を行うボランティア・NPO へ
の活動資金として、総額の５０％ずつを送金し
ました。ご協力いただきありがとうございまし
た。

ご協力ありがとうございました！

地区社協事業紹介・募集
「暮らしに役立つ交流会」って何？

５月２１日(土)に総会が開かれ、平成２７年度事業報告、決算報告及び平成２８年度
事業計画、予算が承認されました。

健康・生活安全・保健衛生・介護予防等の対策知っていますか？
地区社協では、これらをやさしく分かりやすく、皆様に知っていた
だくために「暮らしに役立つ交流会」の講座を開催しています。講
座は２６項目あり、この中から自治会等の皆様が特に知りたい講
座を自由に選べます。私も自治会で「始めましょう 介護予防」、
「地域で支える認知症」などの講座を聞き、大変勉強になりました。
参加した人達も「大変良かった。認知症等の方を見守る力がついた」
下町自治会 「笑いヨガ」
の声が多数聞こえてきました。
皆様の自治会は明るく、楽しく、仲良くしていますか？そんな自治
会にするため、ぜひ「暮らしに役立つ交流会」をご利用してください。
一人５００円以内で補助を出します。講座終了後に昼食会やお茶飲み
会等を開き、更なる親睦を深めたらいかがですか。知識と親睦これぞ
「一石二鳥」です。詳細については、地区社協にご連絡ください。全
神明自治会「災害時の備えと対処 面的にご協力させていただきます。
副会長 岩間 肇

平成２８年度主な事業
地域福祉団体との連携による、地域課題と地域の見
守り支えあいの検討を行います。
福祉の情報提供・啓発活動
○地区社協だよりの発行（４回）
○福祉バザー(１１月６日開催予定)
○福祉のつどい(２月４日開催予定)
○ふくし絵手紙コンクール※※
○暮らしに役立つ交流会※※
○福祉に関する啓発講座
ボランティア活動の推進支援
○ふれあい・いきいきサロン交流会(６月３０日開催)
○夏休み小中学生ボランティア体験セミナー※※
○ボランティアグループ交流会
※印：１ページに関連記事を掲載

地域ささえあい活動の推進
[高齢者や障がいのある方のために]
○とっさの時のあんしんケース
○みまもりネットさがみこ
○「ついでにちょっと乗っていき
なよ」支援サポート
[子育て支援]
○こんにちは赤ちゃん！さがみこ
“ぬくもり”支援事業※
○夏休み「みんなの遊び場」※※
○子育てマップ改訂

【コミュニティ形成事業特別会計】

収入

収入

科 目
予算額
説 明
市社協育成費補助金
1,320,052 市社協補助金、賛助会費配分金
地区社協福祉協力募金
720,000
事務費収入
24,000 共同募金事務費
事業費収入
200,000 福祉バザー売上金
寄付金収入
230,000 一般寄付金、協力寄付金
雑収入
91,790 募金箱、預金利息など
前年度繰越金
1,204,158
合 計
3,790,000

科 目
福祉コミュニティ形成
事業助成金
雑収入
合 計

事務費

支出
目

事務費
会議費

事業費

渉外費
備品購入・修繕費
負担金
助成金
繰出し金
予備費
合

計

体験１ 救命入門コースで学ぼう
体験２ お昼に作っちゃおう
（ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ、綿菓子、ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄなど）
体験３ 人に伝える、伝わることを学ぼう
（手話の体験）

予算額
説 明
367,740 通信費、保険料、印刷費など
20,000
広報紙発行、サロン助成金
とっさの時のあんしんケース
1,500,000 暮らしに役立つ交流会
福祉のつどい、福祉バザー
啓発講座など
60,000
テント、レクレーション用品な
400,000
ど
20,000
ボランティア団体、当事者団体
550,000
福祉推進団体
500,000 基金へ積立
372,260
3,790,000

予算額

説 明
事業継続支援費
270,000
基盤整備費
20 預金利息
270,020

開催日：７月２７日(水)
午前９時３０分～午後４時
会 場：相模湖総合事務所３階大会議室
対 象：地区内の小学４年生～中学３年生
申込締切：７月１５日(金)
※詳しくは、７月に学校で配布するチラシを
ご覧ください。

支出
科 目

事業費

拠点費
合 計

予算額
説 明
40,000 通信費、保険料、印刷費など
こんにちは赤ちゃん！“さがみ
こ”ぬくもり支援事業
140,020
子育てマップ改訂
みまもりネットさがみこ など
サロン拠点費
90,000 会議室使用料
絵本コーナー管理料など
270,020

会 長 江藤 堅一
副会長 江藤 雅文
岩間 肇
会 計 大谷 隆
監 事 長谷川 亮司
清水 ふみ子
新理事 西島 康水

ご尽力に感謝いたし
ます。ありがとうござ
いました。
石田 亘
理事
内山 雅博 理事

地域の
皆さま

夏休み
小中学生ボランティア体験セミナー

（単位：円）

【一般会計】

科

小学４年生
～ 中学生

福祉団体、当事者団体の活動助成
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の検討

※※印：３ページに事業紹介及び募集を掲載

平成２８年度予算

申込み・問合せ 相模湖地区社会福祉協議会
電話０４２-６４９-０２０２

幼児

～

小学６年生

夏休み「みんなの遊び場」

「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」を今年も開
催します。お友達と来てね！

開催日：夏休み期間中の火曜日
午前１０時～午後４時
７/２６・８/２・９・１６・２３・３０
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
おはなしクレヨン 絵本の読み聞かせ会
７月２６日 午前１１時～正午

テーマ「

夢（ゆめ）

」

あなたの夢は何ですか？「ダンスがうまくなりた
い」、「ペットを飼いたい」
、「笑顔で暮らしたい」、
そんなあなたの「夢」を絵や文字で表現してくださ
い。
たくさんの応募をお待ちしています。
○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
記入して郵送か社協の窓口へ持参
○応募資格：相模湖地区内在住・在勤・在学の方
〒252-5162
相模原市緑区与瀬８９６ 相模湖総合事務所３階
市社協相模湖地域事務所 宛

地区社協の事業は、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、寄付金等を財源に運営し
ています。
地域福祉の応援のため、今年度もご協力を
お願いいたします。
募集期間 ４月～１０月

