ふれあいウォーキング

共同募金
１０月１日から共同募金が始まりました。

第９回相模湖市民健康まつり
相模湖リゾートプレジャーフォレスト
丸山グランドへ
１０月２３日（日）午前 8 時 30 分～正午（雨天中止）
集合場所：相模湖総合事務所（与瀬・小原地区）
阿津子ども広場（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
（自治会加入世帯は、自治会連合会から助成があり、無料になります。）

申込締切：１０/１２（水）まで
主催・申込・問合せ：相模湖公民館（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
主管：相模湖市民健康まつり実行委員会

皆様のご協力をお願いいたします。
▼募集期間：１０月１日～１２月３１日▼
◆ 赤い羽根共同募金
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。
◆ 年末たすけあい募金
生活にお困りの方や地域福祉活動のために活用し
ています。

第 54 号 平成 28 年 10 月発行

保育ウィーク
１１月
時間 10:00～11:00（作品展示以外）
内郷保育園 042-685-0002
７日（月）～１２日（土）作品展示
８日（火）おはなしクレヨン
９日（水）消防署との合同訓練
１１日（金）相模湖ブリーズハーモニー

つくよう祭

「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 1８日（金）9:45～11:45
鑑賞会「おさかなトリオ」生徒作業学習製品の販売
11 月 1９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：神奈川県立津久井養護学校
担当：大矢（中学部）
電話：042-684-4860

千木良保育園 042-684-3355
７日（月）～１２日（土）作品展示
８日（火）消防署との合同訓練
９日（水）おはなしクレヨン誕生会
１０日（木）ワクワクデー

８日
９日
１０日
１１日

相模湖こども園 042-684-3025
（火） バイオリンコンサート
（水） 作って遊ぼう！
（木） シゲンジャーがやってくる
（金） 消防署との合同訓練

ゆめクラブ万寿会
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万寿会は、相模湖駅から交流センター前に至る地域
の高齢者による自主的な組織で、現在６０名ほどの仲良しクラブです。仲間づく
りを通して、
「生きがいと心と体の健康づくり」、
「生活を豊かにする楽しい活動」、
「地域での社会奉仕活動」、
「弱者や１人暮らしの高齢者等への友愛活動」等に取
り組み、明るい長寿社会づくり、保健福祉の向上に努めています。
月１回の定例役員会で、できるだけ多くの会員が参加でき、楽しく交流できる
事業を計画し、実施します。くじ引きなどのゲームや
社会奉仕活動
茶花会と名付けられた定例のお茶会等を行い、みんな
桂北小学校にて
で昔懐かしい歌を歌ったり、賑やかで、毎回参加者か
ら「楽しかった」と喜ばれています。その他、世代間
交流のスポーツ大会、敬老会、囲碁将棋等の市老連・
地区老連事業や、趣味の活動にも参加し、交流しなが
ら毎日を充実して過ごしています。

会員募集しています！！

会長

神保 岩男

—編集委員－

あとがき

石井
大谷
甘利
西島
鈴木

地区社協だよりの編集に関わって何年かが経つ。
福祉の啓蒙、地区社協の事業内容を知っていただくこと、会費納
入や寄付のお願い、予算や決算の解り易い表現等々。その一環と
してのカラー化、写真、イラストを利用しての視覚化。いかに毎
回読んで内容を知っていただくかに腐心しています。 -T.I.-

孝之
妙子
ミツ子
康水
雅代

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

訃報
地区社協理事、編集委員
の小谷田和雄様が８月に逝
去されました。生前のご協
力に感謝すると共に、ご冥
福をお祈りいたします。
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。

【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

☆家具、電化製品等ひとりで持ち運びできない物・
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します。

昨年の投票会場の様子

平成 28 年度
テーマ

ふくし

夢

絵 手 紙
コンクール
地区社協では、地区内の自治会やボランティア、福祉団体などを対象に備品の貸出を行っています。

“ あ なた の 一票 で 入選 作 品が 決 まり ま す！”
今年度は『夢（ゆめ）
』というテーマで、絵や文字で思いを表現して
いただきました。 作品の展示及び投票は、１１月６日（日）に開催さ
れる「相模湖ふるさとまつり（福祉バザー同時開催）」会場（相模湖交
流センター）で行います。
なお、投票の結果は、地区社協だよりに掲載され、優秀作品には記念
品が贈られます。

たくさんの投票をお待ちしています!!

かんたんテント
2.4ｍ×2.4ｍ 11 張
2.4ｍ×4.8ｍ 2 張
3.0ｍ×3.0ｍ 1 張

≪各種イベント＆災害時に役立つ≫
応募総数１９８作品
小学生１１５作品
中学生 ６５作品
一 般 １８作品

たくさんのご応募
ありがとうございました

●かんたんテント（１４張）
●おたすけテント（３張）
※着替え等に使える密閉型テント
●発電機（３台）
●避難所間仕切りシステム
●２升炊き炊飯器（２台）
●調理器具

備えて安心！

ふれあい・いきいきサロン紹介

Vol.４

≪研修会等に役立つ≫
とっさの時の
保管場所

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
医療機関の情報等を入れてお
き、急病や災害時に備えましょ
う。

冷蔵庫の中に

吊るしても Ok

・・・すでにお持ちの方・・・
緊急連絡票の更新時期です。
今年度から診察券番号の欄が
追加されました。民生委員の訪
問か郵送で新しい用紙を配布
します。最新情報に書き換えま
しょう！

千木良地区の高齢者交流のサロンとして、平成２１年
４月に発足しました。参加者は、現在、全員女性で２０名、
私たち会員は１３名です。
手作りの食事を中心に、おしゃべり、歌、手話、また介
護予防教室や、千木良の駐在さんに振込サギ予防や交通安
全などのお話をしていただいています。お誕生月の方には
カーネーションを贈り、全員で「ハッピーバースデー♪」
を歌ってお祝いしています。
月１回のサロンを楽しみ
にしてくださる皆さんの笑
顔に支えられて楽しく頑張
っています。 山本 紀代子

申込・問合せ

相模湖地区社会福祉協議会、担当民生委員

敬老の日
の食事

日時：第３水曜日
午前 10 時～12 時半
場所：千木良公民館分館

●プロジェクター（１台）
●スクリーン（１台）
●ノートパソコン（１台）
●CD･DVD ラジカセ（１台）
■ラミネーター加工（パウチ加工）

A4 ｻｲｽﾞ 1 枚 30 円
A3 ｻｲｽﾞ 1 枚 50 円

≪各種イベントに役立つ≫
●綿菓子機（２台）
●ポップコーン機
（大型１台、小型４台）
●カキ氷機（１台）
●トランシーバー（３台）
●ハンズフリーメガホン
■着ぐるみ（４種類）
１体
1,000 円

●サンタクロース衣装

洗濯・修繕
のため

●安全ソフトダーツ
夏休みに入って間もない７月２７日(水)、相模湖総合事
務所に地域の小中学生１３名が集まり、午前中は津久井消
防署の方より救命入門講習を受け、午後は手話サークル加
絵手の方による手話や、バルーンアート作りなどを体験し
ました。お昼は、アルファー米のご飯とわかな会の方の手
作りカレーをみんなで食べ、とても有意義な時間がおくれ
ました。
セミナーの最後には、一人ひとりが感想を話し、みんな
笑顔で修了することができました。 理事 西島 康水
AED 体験

手話を勉強中

６月３０日（木）
、新設された２つのサロンを加え
て、１８サロンの代表者と担い手の皆さんが集まり、
今年で４回目の開催となりました。
参加者は、サロンの皆さんに喜んでもらえる新し
い内容やアイディアを知りたいと、期待して参加し
ています。今回も「脳トレゲーム」や貸出備品の紹
介があり、その後の活動ですぐに活用することがで
きました。
また、多くのサロンで、
「けんこう号」を利用して
の「外歩き」を楽しみにし
ています。利用地域が限ら
れているのが残念ですが、
行き場所などの情報交換ができました。
地区社協には「物」、「心」両面の協力をしてもら
い感謝しています。沼本いきいきサロン 関戸 ヒデ子

●輪投げ
●手のひら健康バレー
●スキヤキゲーム
■は有料です。

形が変えられます

は昨年度及び今年度に
購入した物です。

【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）

