サ ロ ン 紹 介

新サロン

ぬくもり絵本コーナー
地域のみなさんから寄贈してい
ただいた絵本を中心に展示し、貸
し出しています。場所は、相模湖
交流センターの２階にある、とも
しび喫茶「青林檎」の入り口付近
にあります。
借りたい本をノートに書くだけ
で、貸し出し期限はありません。
その場で読むこともできます。
どうぞお気軽にお立ち寄りくだ
さい♪

サロン歌謡プレミアム♫
私達、
「歌声サロン歌謡プレミアム」は平成２８年４月
からスタートしました。どこの地域に住んでいても構い
ません。自由に参加できます。
子どもの頃口ずさんだ歌、童謡、唱歌を中心に、民謡、
フォークソング、演歌なども交えて楽しんでいます。ピ
アノの伴奏で歌うので大変歌いやすいです。
会員は年配者が多く、皆さんそれぞれ歌に思い出があ
るようです。今年９月２日、道志川合唱祭に参加し、全
国の合唱団の歌を聞き、買い物、食事など楽しい１日を
過ごしました。
今後は、歌を通してすばら
しいハーモニーを作っていき
たいと思っています。
日時 第３木曜日
午後２時２０分～
場所 相模湖公民館
代表 森山 利巳

相模原市社会福祉協議会福祉推進功労者賞受賞者
・こんにちは赤ちゃん！さがみこ“ぬくもり”支援
事業ボランティア 様
・増原お元気サロン 様
・奥村 芳江 様
・鈴木 克枝 様
・宮崎 昭子 様
・尾形 廣子 様
相模湖地区社協が受賞しました

全国社会福祉協議会表彰
神奈川県共同募金会表彰

ねん坂山水会

鼠坂地区の高齢者サロンです。平成
２１年４月に発足しました。会員は男性５名、女性１６名
で、参加者は概ね１４～１６名です。運営は代々の民生委
員・児童委員さんと会員全員の協力で行っています。
サロンのイベントは、花見、グランドゴルフ、育成会と
の合同クリスマス会です。その他は、月１回の開催日に、
短い時間ですが、歌、簡単な手足体操、おしゃべり、そし
て会員持ち寄りのお茶菓子などで楽しい時間を過ごして
います。

代表 杉浦眞生子
日時 第３火曜日
午前１０時～
場所 鼠坂自治会館
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１１月６日（日） 相模湖ふるさとまつりの会場で、
福祉バザーを開催しました。幸い天候にも恵まれ、地
域の皆様から例年より多くの寄付物品が寄せられま
した。また、野菜の販売や、物品の中に‘ぬいぐるみ’
があるなど少しバラエティに富んだバザーだったよ
うな気がします。
お陰様で売り上げが２５１，１０７円と昨年を上回

たくさんの方に来場していただきました

り、目標以上の達成となりました。
民生委員・児童委員、地区社協理事・構成員の活躍
もあり、貴重な地域福祉の財源を確保することができ
ました。
物品を提供してくださった方々、お買い上げいただ
いた方々、本当にありがとうございました。
理事 石井 孝之

綿菓子、ぬいぐるみ、風船コーナーは
子供たちに大人気

ゆめクラブ楽寿会

地域団体紹介コーナー

私達楽寿会は、権現神社のおひざ元で活動している老人会です。
会員は５０名。相模湖地区で一番高齢者の多い組織です。皆さんそれぞれ
健康に気を付けられ、家族愛も大変よく、元気に過ごされております。老後
の生き方の講和があれば多数の方の参加があります。
月１回、定例役員会を行ってます。会員皆様の日頃の健康情報を知らせて
もらい、ひとり暮らしの方の家庭訪問をして
います。また、毎月１回、神社の下の通学路、
花植え活動
観光路、通勤路を掃除して、大変喜ばれてい
ます。
上町は、独自の集会所を持っているので、
様々な健康に関するお話や、歌の合唱などを
して楽しんでいます。
会長 森山 利巳

—編集委員－
石井 孝之
大谷 妙子
甘利 ミツ子
西島 康水
鈴木 雅代

あとがき

「域メン」という言葉ができたらしい。地域で活躍している人
のことをさすようだ。社協にかかわるようになってから、多くの「域メン」
に出会った。ボランティア活動の場面では、みんなイキイキと輝いている。
そんな「域メン」を紙面で紹介できたらいいなと思う。-Ｔ.Ｏ-

福祉啓発講座
１００名の来場者で
大盛況!!

「笑って生きよう」認知症なんかぶっ飛ばせ！
１１月３０日、総合事務所は立ち見も出るほど盛況のうち、認

自治会に加入しよう！

知症を学ぶ福祉講座を開催しました。講師の古橋彰医師は、元横

自治会活動は
地域福祉の原動力

浜市保健所長で、健康指導の方法として「健康落語」を確立し、
医師でありながら落語も玄人裸足。
「今日ここに来た人は大丈夫。
来ない人が危ない。」との言葉から始まり、講座は先生のユーモア

《自治会に関する問合せ》

溢れるお話で、終始和やかな雰囲気でした。
「長寿ゆえに最後まで

相模湖地区自治会連合会
事務局

健康な人はいない。その最後の期間をどう支え、支えてもらうか

（相模湖まちづくりセンター内）

だ。」と介護の本質を指摘され、目から鱗の前半が終了しました。

電話

042-684-3213

後半は、実践編。いきなり始まった「熊さん、八っさん」の世
界に、会場は笑いの渦。一同、健康いっぱい、老いを笑い飛ばし
た福祉講座となりました。
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副会長 江藤 雅文

入場無料

第 11 回

≪映画上映≫
時間
場所

午後１時から
多目的ホール

３人に１人が高齢者の相模湖地区。「支えあい
心ふれあうまち」を目指して、少しでも参考になり
ますように・・・

※字幕あり
映画の内容
大阪北浜。大都会のド真ん中に、ちょっと訳あ
りの母娘が住んでいる。母は認知症、娘は自宅マ
ンションでギャラリーを営む。昼夜の別なく徘徊
する母を見守る娘の姿は、近所の誰もが知ってい
る。徘徊モードが一息つけば、母娘一緒に居酒屋
や バ ー に も 寄 る 。そ ん な 二 人 の 生 活 は ６ 年 に な る 。
「老いには勝てぬで、徘徊もショートになってき
ましたが・・・」不条理な生活をユーモアでしの
ぐ 。認 知 症 と 共 に 暮 ら す こ と・・・、老 い と は・・・、
人間とは・・・。

見たい！知りたい！楽しみたい！さがみこの福祉！
日

時

場

所

平成２９年２月４日（土）
午前１０時 ～ 午後３時
県立相模湖交流センター

母娘のズレまくりの掛け合いに思わず大爆笑！
従来の認知症ドキュメンタリー映画のイメージを
変える傑作ドキュメンタリーが大阪から生まれま
した。不謹慎にもつい笑ってしまう、前代未聞の
認知症ドキュメンタリー映画。

第1部
○表彰
福祉功労者表彰
ふくし絵手紙コンクール受賞者表彰

相模湖こども園、津久井養護学校、
高齢者サロン、ボランティア団体、
ふくし絵手紙コンクール作品展示など

出演：酒井アサヨ、酒井章子
監督・撮影・編集：田中幸夫

第2部
○ステージ発表
中学生、ボランティア団体、
ゆめクラブなどによる活動
発表。読み聞かせ、合唱、
踊りなど盛りだくさん!!

・録音
・読み聞かせ
・タオル人形作り

11 月６日の「福祉バザー」と同時に「ふくし絵手紙コンクール」の投票を実施しました。
今年度は「夢（ゆめ）」をテーマに、応募いただいた１９９作品を展示し、多くの方々に投
タオル人形
タオル人形

○映画上映

「徘徊」ママリン 87 歳の夏
詳細は右ページをご覧ください

〇抽選会＆じゃんけんポン大会
ご協賛いただいた賞品をお楽しみに!!

参加賞あり!!

票していただきました。
部門別に投票数の多いもの 10 作品を《優秀賞》としました。その中から最優秀賞を 1 作
品決めるのですが、力作ぞろいで、≪最優秀賞≫を１つに絞り込めず、拮抗したもう１つの

・子どもの映画

2 階研修室

作品を≪特別賞≫とさせていただきました。結果は次のとおりです。
☆福祉のつどいステージ部門第１部で表彰を行います。

☆はらぺこあおむし
☆ミッキーマウス
☆ムーミン
☆トム＆ジェリー など

・スタンプラリー
・おもちゃの病院

最優秀賞 市村幸子さんの作品
最優秀賞

市村

幸子

一般

特別賞

神保

杏奈

内郷小５年生

加藤

愛純

千木良小６年生

永田

優輝

桂北小１年生

岩﨑

靖哉

桂北小２年生

石川

優空

桂北小２年生

新谷

晃弘

桂北小３年生

木下

了輔

北相中１年生

村上

穂乃花

北相中２年生

山口

涼

北相中３年生

優秀賞
小学生の部

たこ焼き・フランクフルト・
本陣焼き・豚汁・おにぎり・
福祉施設自主製品 など

※駐車場は無料ですが、できるだけ送迎バスをご利用下さい。
時刻表は、１月中旬に地区社協が発行するチラシをご覧ください。
主

催：福祉のつどい実行委員会
相模湖地区社会福祉協議会

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

後 援：相模湖地区自治会連合会
相模湖地区民生委員児童委員協議会
相模湖地区老人クラブ連合会

中・高校生の部

特別賞 神保杏奈さんの作品

敬称略

