地域団体のページ
サロン「沼本いきいきサロン」
「沼本いきいきサロン」
（Ｈ２４年に発足）は、沼
本地区内の６５歳以上の方
全員が対象です。
現在は常時 10 人～15 人（男女比
７：３）の方が参加しています。サロ
ンの開催日は、年に 7～８回の不定期
で、沼本自治会の回覧でお知らせしま
す。自治会からの活動費援助も頂き、
「サロンが自治会にも認められている
な」と感謝しています。年に 1 度のみ
んな楽しみなバス旅行では、4 月２５
日に「けんこう号」を利用して青根の
「いやしの湯」で食事をしたりお風呂
に入ったりと 1 日ゆっくり過ごしまし
た。その他、料理教室、高齢者支援セ
ンターによる健康講座、ゲームや頭の
体操、介護保険や認知症予防のことな
ど今一番の関心ごとについてお話を聞
いたりしています。みんなで集まり楽
しくおしゃべりするのが一番の特効
薬。そんな自由なサロンです。
（代表：関戸 ヒデ子）

地区内の団体で掲載を希望する場合はお問い合わせください。

から
「夏祭り」のお知らせ
日 時：７月２１日(土)午後１時～３時
会 場：津久井養護学校
内 容 ●ステージ発表
松が丘園よさこいの演技
津久井高校吹奏楽演奏
本校ダンスコース太鼓コース…他
●販売・出し物等
高等部作業班製品販売、喫茶班
販売、ゲームコーナー、城山高校
ひまわりクラブによる出し物、
ＰＴＡ・施設・作業所販売など
対象者：緑区旧４町の園児、小中学生及び
福祉事業者の方、地域の方
参加費：無料
問合せ：津久井養護学校交流・余暇係
電話 042-684-4869

手話教室
か

え

で

主 催：手話サークル「加絵手」
開催日：
【１日目】８月２５日(土)
【２日目】９月 １日(土)
時 間：午前１０時～正午
会 場：相模湖公民館２階 会議室
ゆめクラブ「元気会」
参加費：１００円（資料代）
こんにちは、7 年前に「元気会」とし
申込み：相模原市社会福祉協議会
て生まれ、現在会員６５名の老人会です。
相模湖地域事務所
毎年恒例の行事は、社会福祉協議会・
電話 042-649-0202
高齢者支援センターにお願いして、講習
締 切：８月２０日(月)
会、出前講座、暮らしに役立つ交流会を
行っています。また、新年会とお楽しみ
会を親睦を兼ねて行います。皆さんと和
気あいあい、ビンゴ、輪投げ、お手玉入
れ、カラオケ等ガヤガヤとニコニコの絶
えない楽しさに、百円均一景品のおまけ
付きです。期待と不安を持ちながらも、
みんなで協力し合い何とかここまで続け
てきました。私たちはこれからも、
「生
活を豊かにする、楽しい元気会」を目指
していきます。 （代表：小野 森男）
【
編
集
委
員
】

石田
鈴木
西島
大谷
榎本

亘
雅代
康水
妙子
直紀

あとがき
地区社協では、今年も「支え合い 心ふれ合う まちづくり」を基本理念に
事業を行い、
「みんなが仲良く、明るく、健康で安心して暮らせるまちづく
り」を皆さんと協力して進めて参ります。
皆さん、今年度も引き続きご協力の程よろしくお願いいたします。W.I.

の
お知らせ
日 時
9 月 15 日(土)
午前 10 時～午後 3 時
会 場
神奈川県立
相模湖交流センター
☆出演申込
カラオケ、踊り、
合唱等
8 月 3 日(金)まで
☆観覧申込
７月３０日(月)まで
※☆印はいずれも概ね
６０歳以上の方優先
問合せ
相模湖地区敬老事業
実行委員会
電話 042-684-3215
（相模湖保健福祉課）
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一緒に学んだり、体を動かしたり！
楽しく地域の交流を深めよう！
健康、生活安全、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、これらを優しく・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種類用意して様々な要望に対応しています。
この地域交流会を友人づくりあるいは自治会や老人 ◆【プログラム】
・転ばないための体操
クラブへの参加などのきっかけにご活用ください！
高齢者向け中心に実施してもらい、
心地よい運動量で良かったで～す！
※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。

「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。
《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
このページの編集は「らくらくパ
ソコン広場」の方が担当しました。

【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

◆【プログラム】
・笑いヨガ
身体を動かし、大きな声で笑っ
た後の食事会で、日頃話す機会の
ない人とも初めて話せたので、楽
しいひと時となりました。

◆【プログラム】
・災害時への備えと対処
水や食料の備え、トイレの準備など、非常に大切なこと
がわかりました。
◆【プログラム】・土砂災害や洪水への備え
災害時の保存食を皆で試食しました。殆どの人が初め
てのようでした。

株式会社ナショナルトータルビバレッジの代表
山口弘一様からベンチを寄贈して頂きました。寄贈い
ただいたベンチは、相模湖地区社会福祉協議会の「地
域ふれあい事業」の一環として地域の公園などに配分
させて頂きます。たいへんありがとうございました。

相模湖地区社協基本理念
平成３０年度の主な予算

平成３０年度の主な事業
地域住民のふれあいのあるまちづくり、支え合いのあるまちづくりを目指します。
福祉の情報提供・啓発活動
○地区社協だよりの発行（年 4 回）

昨年度の
「福祉のつどい」の様子

一般会計

地域支え合い活動の推進
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”

○福祉バザーの開催（１１月１１日）

支援事業の実施

○福祉のつどいの開催（３月１６日）

むー

○暮らしに役立つ交流会の開催★

みん

○子育てサロン夢♡民
の開催
・第２、３木曜日(原則)
・千木良公民館大会議室

○ふくし絵手紙コンクールの開催★
○福祉に関する啓発講座の開催

11,172

①８月７日、８日★

②１１月１１日

③３月１６日

○ふれあい・いきいきサロン交流会の開催（９月１２日）
★印：今回の地区社協だより【61 号】に募集記事及び
関連記事を掲載しています。

役員

【敬称略】

・会 長 江藤 堅一
・副会長 澤塚 正史
石井 孝之
岩間 肇
・会 計 熊本 成子
・監 事 榎本 幸雄
清水 ふみ子

新理事
勝又
矢島
石田
市村

【順不同・敬称略】

優（津久井やまゆり園）
綾子 （北相中 PTA）
亘
（有識者）
志乃
（有識者）

今年度もよろしく
お願いいたします。

228,250

332,750

20,000

情報提供
活動事業

380,000

730,000

収入合計
3,301,000

3,301,000

負担金

地域支え合い
活動支援事業

賛助会費
配分金

670,000

貸出備品購入
・修繕費

240,000

300,000
事務費
収入

福祉バザー等による
事業費収入

○みまもりネットさがみこの実施

支出合計

20,000

福祉協力募金・
寄付金等
収入

○とっさの時のあんしんケースの配布・更新

○ボランティア体験セミナーの開催（３回コース）

会議費

10,000

1,065,000

【高齢者や障がいのある方のために】

事務費

団体等
育成費・助成金
雑収入

○市民健康まつりふれあいウォーキング共催

○ボランティアグループ交流会の開催（３月開催予定）

643,912

予備費

福祉基金
繰出金

1,116,916

５月開催の「子育てサロン
夢♡民」の様子

【地域ふれあい】
ボランティア活動の推進支援

相模原市
社会福祉
協議会補助金

24,000

200,000

渉外費

福祉のつどい等
の自主事業

110,000

500,000

【その他】

コミュニティ形成事業特別会計

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

収入

理事を退任されました

助成金
雑収入

270,000
1,000
（貯金利息等）

國原 芳治（津久井やまゆり園）
石井 千加 （千木良小 PTA）

・みまもりネットさがみこ
・とっさの時のあんしんケース

永年のご尽力に心より感謝いたします。
たいへんありがとうございました。

★参加者募集‼

サロン等の
拠点費

事務費

52,000

40,000

事業内容

【順不同・敬称略】

支出
271,000

・こんにちは赤ちゃん！
さがみこ“ぬくもり”支援事業
・子育て関係 など

各種事業費

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
４月～１０月

179,000

【申込み・問合せ】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）
電話 ０４２-６４９－０２０２ ＦＡＸ. ０４２-６４９－０２００

応募要領

クラスや部活動のお友達、
兄弟、姉妹、親子でも！
◎

■応募用紙
■応募方法

■応募資格
■募集期間
■発
表

＜単位：円＞

用紙サイズ：はがき（100ｍｍ×148ｍｍ）
縦書き、横書き、色鉛筆、クレヨン、絵具なんでも OK です。
はがきの宛先面に、①氏名 ②学校名・学年または所属団体名
③住所 ④電話番 ⑤テーマ番号を記入し、学校の先生または右上
の問合せ先にお届けいただくか郵送してください。
※作品が描かれてある面には名前を書かないでください。
相模湖地区内在住、在勤、在学の方
平成３０年７月９日（月）～平成３０年９月７日（金）
応募いただいた絵手紙は、全作品を掲示し、投票により最優秀
賞・優秀賞を決定します。審査の結果優秀な作品は、「さがみ湖地
区社協だより」や「相模原市社会福祉協議会ホームページ」等で紹
介し、相模湖地区の「福祉のつどい」にて表彰する予定です。

◎

◎

あなたの参加をお待ちしております！

８月７日（火）

８月８日（水）
１日目

■主催
■対象

２日目

ボランティアを
するために準備をしよう！ ボランティア活動を
実際にやってみよう！
時間：午前１０時～午後２時

相模湖地区社会福祉協議会
時間：午前１０時～正午
相模湖地区内の小学 4 年生以上の 会場：相模湖総合事務所
児童・生徒、及び一般
内容 ★絵本の読み聞かせ(練習) 会場：相模湖こども園
内容 ★絵本の読み聞かせ
■定員
３０名（電話による申込順）
★牛乳パックを
★園児と交流
■締切
平成３０年７月２０日（金）
使ったおもちゃ作り

