地域団体のページ

さがみ湖地区社協だより

地区内の団体で掲載を希望される場合は、お問い合わせください。

サロン「のばらの会」
毎月、第 2・4 水曜日の午前 10 時から正午までの 2 時間、リフレ
ッシュセンターで活動しています。この会は相模原市で承認された要
支援等の高齢者が参加できる「通いの場」です。活動内容は座ってで
きる体操をしたり、昔懐かしい歌をうたったり、誰でもできる編み物
や、美味しいお料理を作って食べたり、楽しいおしゃべりをして友達
を作ります。その他、いろいろと頭と身体を使っての活動です。
さあ、おしゃれをして「のばらの会」へ遊びに来てください。心が
シャキッとして次回の「のばらの会」が待ち遠しくなります。
参加希望者は地域包括支援センター（☎０４２－６８４－９０６５）
までご一報ください。
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相模湖地区社協

新型コロナウイルス感染症対策をふまえて、地域福祉を推進するために

町子)

コロナが収束しなくても、大雨や台風は待ってくれない！
避難所にいくべきなの？？

か

大雨や線状降水帯による災害が発生しやすい時期です。
「新型コロナウイルス
の感染リスク」も踏まえ、いま大雨・台風にどのように備えればいいのか？ 日
ごろからの備えと災害時の避難行動を改めて確認しましょう。

一緒に確認！！避難行動判定フロー
ハザードマップで自宅の場所を確認

家がある場所に色が塗られてる?

いいえ

手 話 教 室
主 参
催：手話サークル「加絵手
」
加者募集
開催日：【１日目】８月２９日(土)

着色されてなくても、災害が起こる
可能性があります。周囲に崖がないか、周りと
比べて低い土地ではないか注意しましょう。

え

で

【２日目】9 月 ５日(土)
時 間：午前１０時～正午
会 場：相模湖公民館２階 会議室
参加費：１００円（資料代）
申込み：市社協相模湖地域事務所
電話 042-649-0202
締 切：８月２1 日(金)

非接触型体温計、貸出します！
地区社協では
貸出備品とし
て５台用意し
ました。集いの
場等にご利用
ください。

使用する物品や備品の消毒
参加者数は「部屋の定員の半分以下」に
地区内の団体等を対象に原則無料で備品の貸出を
行っています。自治会及び各種ボランティア、
当事者団体等の行事等で、ご利用ください！

●簡単テント（17 張）
・2.4ｍ×2.4ｍ(13 張) ・2.4ｍ×4.8ｍ（2 張）
・3.0m×3.0ｍ( 1 張）
・3.0m×4.5ｍ （1 張）
●発電機（4 台）●避難所間仕切りシステム（６ロット）●２升炊き炊飯器（１台）●調理器具

災害の危険「有」。原則として、自宅外に避難が必要

●ハンズフリーメガホン

●ポップコーン機（大 1 台）●綿菓子機（2 台）●プロジェクター（2 台）●スクリーン（2 台）●ラミネーター（有料）

「自治会」は
●防災訓練の実施
●防災物資の備蓄
●防犯灯の設置
●登下校児童の見守り
●地域のふれあい活動
など、皆さんにとってより良い
地域となるよう様々な活動をし
ています。

いいえ

はい

警戒レベル 3 が出たら避難

４
５

社協備品貸出のご案内

はい

ご自身や一緒に避難する方は、避難に時間がかかる?

集いの場等開催時の留意点
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、地域福祉活動の自
粛が続いています。感染拡大防止に配慮しつつ、集いの場
等の取り組みを実施するうえで、次の留意点を参考にして
ください。
１ 開催時のルールの設定
・検温、マスク等の着用、手洗い等の予防対策
２ 参加者同士の距離の確保（１ｍ以上）
３ 30 分に 1 回、5 分程度の換気

警戒レベル 4 が出たら避難

避難先には優先順位があります。日頃から避難先について相談しておきましょう。
第 1 位 安全な親せきや知人宅 第 2 位 市が指定する避難場所

☆開催中止になった地域の事業等
・神奈川県立津久井養護学校「夏祭り」
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《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

●ノートパソコン（１台） ●DVD プレーヤー

●ボッチャ用具

●ラダーゲッター用具

●着ぐるみ（有料）

まずは、電話でお問合せください。
問合せ：相模湖地区社会福祉協議会（市社協相模湖地域事務所内）☎：０４２－６４９-０２０２
●その他にも、貸し出せる物品があります。

手作りマスク製作ボランティア 募集！
手作りマスクを作ってくださるボランティアを募集します。作ったマスク
は、地区内の福祉施設や必要な方々にお届けします。お手伝いいただける
方は 9 月 30 日までに地区社協事務局にご連絡ください。

申込・問合せ☎042-649-0202（事務局）
このページの編集は「やまのべ」の方が担当しました。

相模湖地区社協基本理念「支えあい

心ふれあう

まちづくり」を目指して

いつまでも、住民のふれあいと、支えあいのあるまちを!!
令和２年度の主な予算
5 月の総会にて、事業計画と予算が決定しました。
今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業の中止または縮小など変更になる場合があります。

＜単位：円＞

予備費 365,000

一般会計

令和２年度の主な事業

相模原市
社会福祉協議会
補助金

前年度
繰越金

【子育て支援】
○こんにちは赤ちゃん！さがみこ“ぬくもり”支援
事業の実施 むー みん
○子育てサロン夢♡民への協力、支援
・第２、３木曜日(原則)・千木良公民館大会議室
【地域ふれあい】
○介護予防ふれあいサロンの立ち上げ支援
・百歳体操、健康麻雀教室等の立ち上げを支援
【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の配布・更新
○みまもりネットさがみこの実施
○ちょこっとボランティア相模湖の運営
～困りごとに対する住民相互の助け合い活動～

○地区社協だよりの発行（年 4 回発行）
○福祉バザー（１１月予定）
○福祉のつどい（３月予定）
○暮らしに役立つ交流会
○ふくし絵手紙コンクール
ボランティア活動の推進支援
○ボランティア育成講座
○ボランティア体験セミナー
○ふれあい・いきいきサロン交流会
○福祉に関する啓発講座
その他
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・小山

3,250,000

福祉協力募金・
寄付金等収入

理事を退任されました。
（順不同・敬称略）

他枝子（内郷小 PTA）

・中嶋

浩二

（緑第一障害者地域活動支援センター）

今年度もどうぞよろしく
お願いいたします。

・福島 恒昭（桂北小 PTA）
ご尽力に心より感謝いたします。

「ちょこっとボランティア相模湖」（愛称“ちょこボラ相模湖”）はちょっ
とした困りごとを受け止め、解決するための住民相互の助け合い活動です。
令和元年 4 月から地区社協事業として活動を始めました。
令和元年度活動実績
相談件数：62 件 活動件数：93 件 延べ活動者数：182 人
ボランティアによる草刈りの様子
主な活動：ゴミ出し、電球・蛍光灯、電池の取り換え、買い物、話し相手、
囲碁・将棋の相手、草刈り等
問合せ：専用電話 080-1037-0202 ちょこっとボランティア相模湖事務局
月～金曜日 10 時～15 時（年末年始・祝日等除く）

3,250,000

180,000

220,000

地域支え合い
活動支援事業

610,000

渉外費
福祉バザー等に
よる事業費収入

150,000

130,000
事務費
収入

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙﾌﾟ育成費

24,000

280,000

福祉コミュニティ形成事業特別会計
290,000
5,000（一般会計より繰入） サロン等の
拠点費

40,000

・とっさの時のあんしんケース
・みまもりネットさがみこ
・こんにちは赤ちゃん！

支出
295,000

さがみこ“ぬくもり”支援事業
・ちょこっとボランティア相模湖など

ふくし
ちょこっとボランティア相模湖 活動報告

支出合計

貸出備品購入
・修繕費

賛助会費
配分金

福祉コミュニティ形成事業内容

創

270,000

20,000

収入合計

（順不同・敬称略）

（緑第一障害者地域活動支援センター）

・榎本

雑収入

24,116

収入 助成金
繰入金

新任理事

情報提供
活動事業

負担金

令和元年度ふくし絵手
紙コンクール受賞作品

【相模湖地区社会福祉協議会】

390,000

団体等育成費・
助成金 400,000

1,020,000

○福祉団体、当事者団体への活動助成
○地域活動支援備品の貸出
○災害時及び防災訓練に対する支援

事務費

55,000

福祉の情報提供・啓発活動

地域支え合い活動の推進

役

福祉基金繰出金等

1,058,000

753,884

会議費

20,000

絵手紙
コンクール

応募作品募集！
テーマ
「 あり が とう （ 感 謝 の
気持ち）」
あなたの絵や言葉で
描いてみませんか?
応募希望者は、事務局までご
連絡ください。
TEL：042-649-0202

各種事業費

事務費

60,000

福祉のつどい等
の自主事業

530,000

相模湖地区社協の事業は、地域の皆
様にご協力いただいた寄付金（地区社
協福祉協力募金、協力寄付金、一般寄
付金等）及び市社協賛助会費の配分金
等を財源に運営させて頂いています。
地域福祉のため、今年度も引き続き
ご理解とご協力をお願いいたします。
【募集期間】
賛助会費・福祉協力募金・協力寄付金
８月～１２月

195,000

★地域の交流の場として活用してみませんか★

暮らしに役立つ交流会
健康、生活安全、災害時の備え、保健衛生、介護予防などの対応
策をご存知ですか？地区社協では、これらを分かりやすく、皆様に
知っていただこうと「暮らしに役立つ交流会（講座）」を自治会主催
で開催いただいております。費用の一部を助成し、研修プログラム
の内容を２９種類用意しています。この地域交流会を、友人づ
くりあるいは自治会や老人クラブへの参加などのきっかけにご活用
ください！
※参加には、自治会・老人クラブの会員に限らず、加入の有無も問
いません。

