地域団体のページ

地区内団体で掲載を希望する場合はお問い合わせください。

こども園、保育園では地域の子育て支援のため、育児相
談、園庭開放、絵本の貸出などを行っています。
園児と一緒に楽しめるイベントもあるので、お気軽に遊
びに来てください。詳しくは各園までお問い合わせくださ
い。
お待ちしてます!!
今年度は次の通り本校の文化祭「つくよう祭」を
行います。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。みなさんのお越しをお
待ちしています！
日時：11 月 18 日（土） 9：45～14：20
内容：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）
お問い合わせ：神奈川県立津久井養護学校
担当：秋山（小学部）
電話：042-684-4875
※校内の駐車スペースが限られている
ため、公共交通機関または公共の駐
車場をご利用ください。
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♥♥保育ウィーク♥♥

11 月

内郷保育園 042-685-0002
６日（月）～１１日（土）作品展示
寸沢嵐
７日（火）おはなしクレヨン
１０：００～１１：００
８日（水）消防署との合同訓練 １０：００～１１：００
１０日（金）ブリーズハーモニー １０：００～１１：００
相模湖こども園 042-684-3025
７日 （火） 作って遊ぼう
１０：００～１１：３０
８日 （水） おはなし会
１０：００～１１：００
９日 （木） シゲンジャー
１０：００～１１：００
千木良保育園 042-684-3355
６日（月）～１１日（土）作品展示
７日（火）わくわくデー
１０：００～１１：００
８日（水）おはなしクレヨン
１０：００～１１：００
９日（木）消防署合同訓練
９：４５～１１：００

与瀬

千木良

日時：１１月１２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
※雨天決行

平成２８年度
最優秀賞作品

同時開催！

ふくし絵手紙コンクール

私たちの会は毎月 10 日、午後 1 時に自治会館

ふくし絵手紙コンクールの投票を、バザー
会場で開催します。
たくさんのご参加、お待ちしています。
※詳しくは２面をご覧ください。

に集まります。別名「十日会」とも言います。
道志地区は南北に２㎞と細長い地域で、少し離
れた会員は車で乗合い集合します。お茶、雑談を
１時間、ボツボツよ！とカラオケを１時間。３時
に散会します。大画面のテレビ有り、音響設備も

いざという時
頼りになる
一番身近な存在が
「自治会」
住みよい地域を
みんなでつくろう！

完備、
「利用・管理者 夢クラブ」みたいで、ちょ
っと贅沢かなとも思います。
唄上手を盛り上げ、皆で歌い、笑いのエンジンが
かかります。時には野菜の煮物、漬物を持ち寄って、
話題も豊富。年に２回ほど若い人によるそば打ち大
会やバーベキュー大会など、楽しい時を過ごしてい

《問合せ》
相模湖地区自治会連合会
事務局

ます。
（会長 岩田 栄次）

あとがき
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地区社協だより１０月号は、
「福祉バザー」と「ふくし絵手
紙コンクール」のお知らせを中心に、ご愛読いただいている「サロン紹介」
「地域団体紹介」など、少しでも「見やすく、読みやすく」をモットーにま
とめたつもりです。
皆様が「待ち遠しい」と思う地区社協だよりを目標に、編集委員一同がん
ばっています。
Ｗ．Ｉ．

（相模湖まちづくりセンター内）

ご家庭に眠っている未使用品がありましたら、是非、寄付をお願いします。
バザーの売上金は、地域福祉活動のために使わせていただきます。

受付期間：11

月 2 日(木)～11 月 8 日(水)

☆品物はお手数ですが、各地区の民生委員宅 までお届けください。

≪※ 未使用品 に限ります≫

電話 042-684-3213

◇食品や、ひとりで持ち運べない家具や電化製品はご遠慮願います。
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
検索
相模湖地区社協

◇電化製品については、動作の確認をお願いします。
売れ残った物品は、地区内の団体等にお譲りします。
ご希望の方は、１０月３１日（火）までにお申し出ください。

平成 29 年度

え

て

高齢者のためのふれあい・いきいきサロン

がみ

絵 手 紙 コンクール

ふくし

夢
私の宝物

今年度は『夢』『私の宝物』二つのテーマで、自由に絵や言葉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１１日（土）・１２日（日）の相模湖ふるさと
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！ぜひ、投票に来てくださいね。
尚、投票結果と広報啓発委員会による厳正な審査のうえ、優秀賞などを決定します。
入賞作品は 2 月 3 日（土）に開催予定の『福祉のつどい』において表彰します。

備えて安心！

とっさの時の
保管場所は・・・

ケース
緊急時、救急隊や近所の方が発見しやすい冷蔵庫に
保管し、緊急連絡先や、医療機関の情報等を入れて、
急病や災害時に備えましょう。

シールを
・・・すでにお持ちの方・・・
玄関にはろう！
緊急連絡票の更新時期です。最新情報に書き換えましょう！
また、あんしんケースが備えてあることを、「シール」により、
ご家族、救急車の隊員などが分かるようにしておきましょう。
申込・問合せ

冷蔵庫の中や吊るしてもＯＫ！

相模湖地区社会福祉協議会、担当民生委員

地域活動支援備品貸出事業

≪各種イベント＆災害時に役立つ≫
●かんたんテント（１７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

地区社協では、相模湖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。

≪研修等に役立つ≫
●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ラジカセ（１台）
■ラミネーター加工（パウチ加工）
※■は有料です。
※●は今年度から貸し出されているものです。

≪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３台）
●カキ氷機（１台）
●ハンズフリーメガホン
■着ぐるみ（４種類）
●サンタクロース衣装
●安全ソフトダーツ
●輪投げ
●手のひら健康バレー
●スキヤキゲーム
●コグニサイズ用品

【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。 （☎ 042-649-0202）

相模湖地区では、19 か所でふれあい・いきい
きサロンを開催し、高齢者の皆さんの交流の場
となっています。
名

称

若柳サロン・若菜会
横橋ふれあいサロン
増原お元気サロン
サロンさくらんぼ
ねん坂山水会
仲町いきいきサロン[和]
ひまわりサロン
ふくふくサロン
桂北なかよし会
沼本いきいきサロン
山口のんびりサロン
サロン石老
サロン絆
生き生きサロン寸沢嵐
ニコニコサロン小原
阿津サロン「幸楽」
のばらの会
歌声サロン 歌謡プレミアム

サロン奥畑

場

所

若柳営農センター
横橋集会所
増原営農センター
千木良公民館別館
ねん坂自治会館
グルント山田屋
中央自治会集会所
旧井上邸（与瀬）
桂北地区集会所
沼本自治会館
山口集会所
関口自治会館
道志営農センター
寸沢嵐集会所
小原集会所
さがみ湖ﾘﾌﾚｯｼｭｾﾝﾀｰ
さがみ湖ﾘﾌﾚｯｼｭｾﾝﾀｰ
相模湖公民館
奥畑集会所

ふれあい・いきいきサロン紹介

ひまわりサロン

千木良中央自治会の地域での社会奉仕活動の一環として、
ひまわりサロンを立ち上げ、今年 9 年目に入りました。
参加者は男性６名、女性７名程、スタッフ８名で、月 1
回の第２火曜日に活動しています。
午前１０時半頃になると１人、２人と皆さん集まり始め、
体操や踊り等をします。時には介護予防教室や千木良駐在所
のお巡りさんによる防犯講和を開催しています。
活動の後は、手作りの食卓を囲み、料理についての質問が
出ます。スタッフは自慢げに答えます。食後は歌、身近な話
題に花が咲き、年齢を忘れるほどの大笑いが絶えません。
春、秋と年に２回、けんこう号で野外に出て季節の風景に
ひたり、買い物を楽しみます。
これからも皆さんの笑顔に支えられながら、スタッフ一同
頑張って参ります。
（代表 田尻 公子）

日時：第２火曜日
午前１０時半～
場所：中央自治会集会所

サロンの詳細につきましては事務局まで
お問い合せ下さい。
（☎042-649-0202）

夏休みボランティア体験セミナー
もう少し多くの子どもに貴重な体験を
夏休みボランティア体験セミナーが開かれ、一日
目は「瀬戸の森通所リハビリテーション」を訪問し
て絵本の読み聞かせ・人形劇・プレゼント作り、二
日目は、災害ボランティアについて救命入門・災害
非常食作りを体験しました。
最初は不安気味だった子ども達も、瀬戸の森リハ
ビリテーションの本番では、どの子ども達も実に
堂々としてとても立派なものでした。通所者たちは、
真剣な子ども達の発表に万雷の拍手で感動して涙を
流しておられる方もいました。とても当日練習して
発表したとは思えない出来でした。
このようなすばらしい体験も、この体験セミナー
に参加したからできたもので、子ども達にとっては、
ほかでできない貴重な経験になったことと思いま
す。できればもう少し多くの子ども達に、このよう
なボランティアの貴重な体験を味わってほしいと思
います。（長谷川 兌）

共同募金
１０月１日からの共同募金がはじまりました。
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１０回相模湖市民健康まつり ふれあい
相模湖プレジャーフォレスト
ウォーキング
１０月２２日（日）午前９時～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、お一人５００円
（自治会加入世帯は、自治会連合会からの助成があり、無料になります。
）

申込締切：１０月１１日（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

