地域団体のページ

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「サロン石老」
現在、関口クラブの改修工事の為、１０月から来年

第６３号 平成３０年１２月発行

１月までの工事期間中は、サロンをお休みしています

第１３回

が、改修工事が終わりましたら再開いたします。

相模湖地区社会福祉協議会

サロン石老の前身は、「関口サロン」として平成１９
年に発足し、相模湖では、３番目に出来たサロンです。
平成２６年４月に、現在の「サロン石老」に名称が変
わり、毎月第３木曜日の１０時から１２時まで関口クラブで開催しています。自治会の回覧にて
内容等を皆様にお知らせし、毎回１０人～１５人の方が参加しています。お昼には、スタッフが
持ち寄った手作り料理を参加した皆様で召し上がっていただいています。
歌、ゲーム、コグニサイズ、けんこう号を利用してのミステリーツアー等、楽しんでもらえる
内容をスタッフで考えています。これからもスタッフ一同でサロンを盛り上げ、一人でも多くの
方にサロンに足を運んでもらえたらと思っています。（代表：佐川

公男）

ゆめクラブ「ゆめクラブ若柳」

ここ数年、雪に悩まされている
『ケアニン』とは、…介護・看護
「福祉のつどい」・・・
医療、リハビリなど、人の「ケア」
今年度は、少し暖かくなる３月に
に関わり、自らの仕事に誇りと愛 開催します。
情、情熱を持って働いているすべ
皆さんお誘いあわせの上、ぜひご
来場ください。また、送迎バスの時
ての人のこと。
介護する人、受ける人を前向き 刻表は、２月中旬発行のチラシをご
覧ください。
に描いた感動のストーリー！

昭和５０年代に若柳老人
会として発足、その後、諸
般の事情で休止したものの、
平成１８年に再発足し、現
在は、会員数３６名で活動
しています。
「シルエットは『銀色』でも輝き続けるエルダーズに。」
そんな夢が再発足時にあったものの、大きすぎて実現がちょっと心
配です。
定例会は、毎月１０日に、地域の環境美化活動、自治会行事への協
力、「正月飾りづくり」等の自主活動を行っています。
一番の楽しみは、市主催の春のスポーツ大会、秋の演芸大会への全
員参加です。合唱には力を入れ、定例会で練習を重ね、カラオケや三
味線の生演奏で発表に挑んでいるのが自慢です。
（代表：榎本 三男）
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「地区社協だより」の編集を担当して思うのは、
「『読みたい』と、
手に取って貰っているか」と、いうことです。この為、今年も編集担
当全員で、少しずつですが、変化を試みました。皆さん気づいていた
だけましたか？来年は、もっと変化できるよう頑張りますので、応援
をお願いいたします。
W.I.

映画上映

日時：平成 31 年 3 月 16 日（土）
午前 10 時～3 時 30 分
場所：県立相模湖交流センター

「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

ぜひご覧ください！！

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

第1部
H２９年ふくし絵手紙
○表彰
コンクール受賞者
福祉功労者表彰
ふくし絵手紙コンクール受賞者表彰
第2部
○ステージ発表
地域の団体による活動発表 など
○抽選会
〇映画上映『ケアニン～あなたでよかった～』

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

模擬店

相模湖こども園、津久井養護学校、ふれあい
・いきいきサロン、ボランティア団体、ふくし
絵手紙コンクール作品、福祉車両 など

録音、手話、読み聞かせ、シニア体験、アニ
マルセラピー など
【第３回】ボランティア体験セミナー

「福祉のつどい」ボランティア募集！
時間：午前９時～午後３時３０分
短時間
場所：相模湖交流センター
でも OK！
内容：会場受付、ステージ司会、
体験コーナーのお手伝い など
対象：相模湖地区内の小学４年生以上の
児童・生徒及び一般
定員：１５名（申込順）
締切：平成３１年３月１日（金）
申込：042-649-0202(相模湖地域事務所)

【第１回】 相模湖交流チャリティーゴルフ大会

ふくし絵手紙コンクール結果発表！
今年のテーマ『あったらいいな』・『小さな親切』応募総数 198 作品
１１月１０日（土）
・１１日（日）に行いました相模湖ふるさとまつり与瀬・小原地区会場
にて、ご来場の方々に投票していただきました。ご協力ありがとうございました。
投票総数２１１票の中から、小学生低学年、小学生高学年、中学生、一般の４部門から投
票数の多い順に優秀賞を選び、さらに優秀賞の中から最優秀賞を決定しました。
受賞の皆様を、平成３１年３月１６日（土）に開催する「福祉のつどい」にて表彰をいた
します。また、受賞作品及び応募作品の展示も合わせて行いますので、「福祉のつどい」会
場の相模湖交流センターにぜひお越しください。
各

賞

氏名【敬省略】

最優秀賞

低学年
の部

所

属

松永

琉誠

北相中１年

永田

優輝

桂北小３年

齋藤

友紀乃

桂北小２年

岩田

菜月

内郷小２年

清水

航

内郷小５年

小川

夏音

内郷小５年

中里

勇仁

千木良小４年

加藤

愛純

北相中２年

中条

匠晴

内郷中１年

脇田

風香

北相中１年

小山

弘子

サロン奥畑

最優秀賞
松永 琉誠 さん
（北相中１年）

優
秀
賞

中学生の部

福祉バザー

ご協力ありがとうございました！

１１月１１日（日）相模湖ふるさとまつり
与瀬・小原地区会場にて、
「福祉バザー」を開
催いたしました。
幸いお天気にも恵まれ、たくさんの方にご
来場いただくとともに、趣旨にもご賛同いた
だき、売り上げは２０７，２５５円でした。
この福祉バザーの売り上げは、地域福祉の
貴重な財源として活用させていただきます。

小学生
高学年
の部

１１月２８日（木）相模湖カントリークラブにて、
「第１回相模湖交流
チャリティーゴルフ大会」が開催されました。
この大会は、地域の多くの方から「ゴルフをとおして住民相互の交流
を」との要望があり、相模湖地区社会福祉協議会が実行委員会を立ち上
げ、支援を行い、地域のゴルフ愛好家により実施されました。
目的に賛同していただいた参加者は、総勢１０４名！プレー後の懇親
会では、相模湖交流チャリティーゴルフ大会実行委員会（澤塚正史委員
長）から相模湖地区社会福祉協議会（江藤堅一会長）に、
「地域の為に有
意義に使って欲しい」と１０４，５２０円の寄付金が送られました。
この寄付金は、相模湖地区の福祉事業を推進するために地域の皆さん
の身近なところで活用させていただきます。
青空の下、素晴らしいプレーに汗を流し、ご寄付いただいた参加者の
皆様、本当にありがとうございました。

投票会場の様子…

たくさんの方に
ご来場いただき
ました！

品物を提供してくださった方々、お買い上
げいただいた方々、それぞれ本当にありがと
うございました。

やまのべ

一般の部
歌田

邦子

親子で一緒に
作ってみよう！

ぬくもり会

日時：１月１７日（木）
午前９時３０分～１１時３０分
場所：千木良公民館別館大会議室
む～

地区社協ベンチ寄贈

（緑第一障害者地域
活動支援エンター）

みん

子育てサロン夢♡民の会場
「こんにちは赤ちゃん！さがみこ“ぬくも
り”支援事業」のプレゼントを作ってくださ
っているボランティアさんと一緒に、トイレ
ットペーパーの芯を使った簡単なおもちゃ
作りを、楽しんでみませんか？
参加費無料！申込みは、必要ありません。
当日、直接会場にお越しください！

福祉啓発講座

高齢者等の休息、憩いの場として、お

多年にわたり福祉活動に従事して
いただきありがとうございます！
参加費無料！
定員４０名！

誰もが楽しめるスポーツ「ボッチャ」
日
時：２月２８日（木）
午後１時３０分から
場
所：さがみ湖リフレッシュセンター
申込締切：２月１５日（金）※先着順

皆さんは「ボッチャ」って、知っていますか？
ボッチャは、ヨーロッパで生まれた障がい者のために
考案されたスポーツで、パラリンピック正式種目です。
白いボールに、赤・青のそれぞれ６球ずつのボールを
投げたり、転がしたり、ほかのボールに当てたりして、
いかに近づけるかを競います。ぜひご参加ください。

申込みのあった自治会にベンチをお渡し
しました。ぜひご利用ください。

相模原市社会福祉功労者表彰
◎若柳サロン・若菜会 様
◎横橋ふれあいサロン 様
◎相模湖ファミリーサポートグループ夢・民
相模原市社会福祉協議会
社会福祉活動推進功労者表彰
◎ふくふくサロン 様
◎桂北なかよし会 様
◎まち夢工房 様

【申込自治会・活用場所一覧】

様

・上町：上町集会所
・下町：交流センター近くのミニ公園
・西ノ台：牛鞍神社
・中央：千木良中央集会所
・月夜野：与瀬町民グラウンド横公園
・桂北：生きがい広場
・赤馬中通り：月読神社境内
・赤馬東部：月読神社境内
・中町：与瀬保育園跡地

