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クリックインタビュー全文はホームページで ※５月版は平成30年５月１日に掲載されます。

　平成16年12月に民生委員・児童
委員に就任以降、津久井地区社会福祉
協議会鳥屋支部の支部長、津久井
地区社会福祉協議会副会長を務められ、
高齢者の交流の場であるやすらぎ
ステーションやふれあい・いきいき
サロンの運営にも尽力されています。
「高齢者の笑顔や感謝の言葉を聞くと、
これからも頑張ろうという気持ちに
なります」と誰からも頼りにされている
新井支部長です。

　退職後、「地域とのつながりを持ち
たい」と13年ほど前から「ファミリー
サポートセンター援助会員」として
子どもの見守りや送迎活動、「ふれあ
いサービス協力会員」として高齢者宅
の掃除やお話相手、ボランティアの登
録制度である「いるかバンク」では、
お祭りの手伝いなど、３つの場で活躍
されています。７年以上関わる利用者
もいるなど、明るい人柄と優しい笑顔
で利用者からも厚い信頼を得ています。

日時 場所 内容 対象 申込み 問合せ TEL費用定員 ※費用が掲載されていない場合は無料です。メール

相模原市社協 検索

4・5月4・5月今月のいいひと今月のいいひと 市社協のキャッチフレーズである「みんないいひと」の輪が広がるよう、市内の「いいひと」
を毎月紹介しています。※広報紙は偶数月の発行のため毎号、２か月分掲載しています。

新井昌明さん
（緑区鳥屋在住）

中村恵子さん
（南区鵜野森在住）

市社協非常勤職員の募集
ボランティアセンター相談員　１名（子どもの居場所創設サポート担当）
子ども食堂、無料学習支援等、地域住民等が主体となって運営する子どもの居場所
の設立・運営についての相談支援。その他ボランティア活動に関する相談援助
①普通自動車第一種運転免許を取得している人
②平成30年６月１日㈮ から勤務が可能な人
月～金曜日（週５日）　午前９時～午後５時（休憩１時間）休日勤務あり
月額240,000円　
あじさい会館２階　福祉推進課
市社協福祉推進課・総務課・南区事務所・緑区事務所で配布する所定の
申込書に必要事項を記入の上、４月20日㈮（消印有効）までに市社協
福祉推進課窓口へ提出又は郵送
中央ボランティアセンター　　042-786-6181

TSUNAGARI UNITED　　
080-5408-7060（代表：遠藤さん）　
ホームページ
http://tsunagariunited.com/

　４月１日からあんしんセンターは、「さがみはら成年後見・あんしんセンター」に名称を
変更し、成年後見制度の利用促進に取り組みます。センターでは、判断能力が十分でない
認知症高齢者や知的・精神に障がいのある方、また、新たに親族後見人や福祉職として成年
後見制度に関わる方を対象に相談会等を行います。詳細は、ホームページをご覧ください。

親族後見人等として市内で活動する方及び福祉職として成年後見
制度に関わる方（月 2回　第２木曜日・３水曜日 要予約）
あじさい会館
さがみはら成年後見・あんしんセンター
042-756-5034

成年後見専門相談（司法書士または税理士による相談会）※５月から

　「TSUNAGARI UNITED（ツナガリ ユナイ
テッド）」は、子どもたちを「見守り」、「寄り
添う」つながりづくりに取り組んでいます。
　代表の遠藤靖明さんは「自分が親になったとき、
現在の子育ては、母親に過剰な負担を強いている
ことを実感しました」そして『子育て環境』に
ついて学びたいと毎月児童養護施設を訪ねました。
子どもたちと趣味のサッカーをする中で、彼らが
笑顔になる様子を見て、「スポーツを通して、子育
てを地域で支える仲間づくりをしたいと考える
ようになりました」と活動を始めたきっかけを話
されます。
　TSUNAGARI UNITEDを結成後、「子育ての

勉強会」等に取り組む中で、ユニフォームや用具
の購入費用の捻出が困難なため、部活動を断念
している子どもたちの存在を知り、無料サッカー
教室や用具購入費用を援助する活動を始めま
した。相模原市社会福祉協議会の助成金も活用し
ながら、賛同者を増やすためにチャリティイベント
も行い、昨年は、高校１年の生徒に野球用具の
購入を支援することができました。
　「子どもたちがやりたいことにチャレンジできる
環境づくりが大人の役割だと思います」と遠藤さん。
スポーツを通した地域の子育てのつながりが
広がっています。

生活困窮者支援団体応援事業・
子ども健やか育成事業　助成団体募集

年末たすけあい募金等を財源に、生活困窮者の社会参加や自立を支援する取組、生活困窮
を背景とした福祉的課題を抱える子どもたちへの支援を行う取組の経費を助成します。

対 象 団 体
助成対象期間
応 募 方 法
問　合　せ

助 成 対 象
となる取組

生活困窮者支援団体応援事業 子ども健やか育成事業

①引きこもり等により、就職が困難な方の社会経験の場づくりの取組
②フードバンク等生活困窮者への食品等の提供を行う取組

①社会経験の場づくり
　事業助成費：年間を通じて月２回以上開催　１団体40万円を上限
　　　　　　　年間を通じて月１回以上開催　１団体30万円を上限
　　　　　　　※年度途中から開催する場合は、開催月数に応じて上限額を変更
②フードバンク等生活困窮者への食品の提供等
　事業助成費：１団体30万円を上限

①福祉的課題を抱える子どもたちの居場所づくり（子ども食堂、無料塾等）
の取組
②生活困窮世帯の子どもたちが学校生活を送る上で必要な資機材（制服や部
活動用具等）を提供する取組

①子どもたちの居場所づくり
　立ち上げ経費：事業開始後２年未満の団体　　１団体10万円を上限
　事 業 助 成 費：年間を通じて月２回以上開催　１団体40万円を上限
　　　　　　　　年間を通じて月１回以上開催　１団体30万円を上限
　　　　　　　　※年度途中から開催する場合は、開催月数に応じて上限額を変更
　　　　　　　　学校の長期休暇期間に５回以上開催　１団体15万円を上限
②学校生活を送る上での資機材の提供等
　事 業 助 成 費：１団体30万円を上限

NPO法人、ボランティアグループ、社会福祉法人などの非営利団体
平成30年４月１日から平成31年３月31日
所定の応募用紙（本会ホームページよりダウンロード可）に必要事項を記入して、5月11日㈮【必着】までに提出　※両事業の重複申請はできません。

中央ボランティアセンター（あじさい会館２階）　　042-786-6181企画財政係（あじさい会館４階）　　042-730-3888

活動は子どもたちの居場所にもつながっています

さがみはら成年後見・
あんしんセンターのご案内

ブログ「にこまるの部屋」でも情報発信中！

相模原市社会福祉協議会　広 報
2018年4月号
221号

（偶数月１日発行）

　「社会福祉協議会（社協）」は、市民の皆さんとともに、福祉のまち
づくりを進める社会福祉法に位置付けられた民間団体です。皆様から
の寄付金、賛助会費、共同募金に支えられています。
発 行　社会福祉法人相模原市社会福祉協議会
〒252-0236 相模原市中央区富士見６丁目１番20号 あじさい会館内
電話 042－730－3888　FAX 042－759－4382
電子メール　 info@sagamiharashishakyo.or.jp
ホームページ http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/にこまるの部屋 検索にこまるにこまる
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電話にて
緑　区：緑区合同庁舎2階　緑区事務所　　　　　　　　　042-775-8601
中央区：あじさい会館2階　ふれあいサービスセンター　　042-756-5098
南　区：南保健福祉センター１階　南区事務所　　　　　　042-765-7065

謝礼　１時間800円

　高齢、障がい、病気などにより
日常生活にお困りの方に対し、
掃除や洗濯、草取りなどの家事
援助や通院、散歩の付添いなどを
担っていただくふれあいサービス
協力会員を募集します。

ふれあいサービス協力会員入会説明会 参加者募集
20歳以上なら資格不問、初めてでも歓迎！

地域で活動してみませんか？
日　程

4 月 16日（月）
5月 15日（火）
6月 15日（金）
7月 12日（木）
8月 22日（水）
9月 14日（金）

時　間
午前 9時 30分～
午後 1時 30分～
午前 9時 30分～
午後 1時 30分～
午前 9時 30分～
午後 1時 30分～

①４月２日㈪・５月12日㈯・６月11日㈪
②４月４日㈬・５月10日㈭・６月８日㈮
③４月９日㈪・５月８日㈫・６月７日㈭
①～③いずれも午前10時半～正午まで
①緑区合同庁舎２階　高齢者交流室
②市民会館４階　第５小会議室
③南保健福祉センター２階　情報交換ルーム
介護にお困りの方、介護にお悩みの方
等、誰でも参加できます。「ほっとタイ
ム」で話すだけでも、何か対策が見つ
かるかもしれません！毎月３区で開催
　認知症家族会友知草の会（担当：富樫）
090-7812-5257

ひとりで悩みを抱えこまないで
「ほっとタイム」

５月15日～７月17日 毎週火曜日 午前10時～正午
津久井地域福祉センター
点字を学んで本を点訳するボランティア
をしてみませんか。
1,500円（テキスト代等）
４月20日までに電話にて
津久井点灯むしの会（担当：網野）　　090-2443-4262

点訳講習会の開催

グループホーム　支援員募集!!

知的障がいのある方の日常生活支援
（食事介助、お風呂介助等）
①中央区上溝445-17（番田駅徒歩５分）
②中央区下九沢1216-7（ヤオコーそば）
　①午前６時30分～９時…時給1,100円～
　②午後６時～９時…時給1,040円～
　③午後９時30分～翌日午前６時30分
　　（夜間見守り）…１回7,500円
　※③は仮眠有（実働６時間）※交通費規定内支給
女性利用者支援のため、女性に限る。
相模原市手をつなぐ育成会（担当：柿澤）
042-759-4310

介護職員初任者研修
通学コース受講生募集

５月７日～６月29日のうち、月・水・金曜日
けやき会館、あじさい会館、和泉短期大学
指定のカリキュラムを教室に通いながら
勉強し、修了試験を受けて資格を取得
できるコースです。これから介護を学
ぼうとしている方にお薦めの研修です。
30人（先着順）　　45,400円
４月20日までに電話、FAX、メールにて
一般社団法人 相模原市高齢者福祉施設協議会
042-707-1136　　042-707-1217
sagamihara-koureikyo@peace.ocn.ne.jp

ケアハウスモモ　入居者募集

（福）蒼生会の運営するケアハウスモモ
は、まだまだ元気なので本格的な老人
ホームは必要ないが、一人住まいや
家族にあまり迷惑をかけたくはないと
将来を心配される方にピッタリの住ま
いです。現在二人部屋の入居者を募集
しています。入居に関する詳細は、
お問合せください。
２人（先着順） 　　約120,000円～
電話にて　　ケアハウスモモ
042-767-8281

国土交通大臣認定
福祉有償運送運転者講習会

①４月21日㈯ 午前９時～午後６時
②４月22日㈰ 午前９時30分～午後３時30分
　のうちの３時間程度
①関内駅前マークビル５階（JR関内駅より徒歩４分）
②デイあやとり（JR淵野辺駅より徒歩20分）
２日間の受講で福祉有償運送運転者の
資格が取得できます。
18人（先着順）　 　9,000円
神奈川高齢者生活協同組合（担当：岡田）
045-663-8825

自治会に加入しよう！相模原市自治会連合会からのお知らせ

あじさい会館
休　　館　　日 あじさい会館：５月７日㈪

毎月第４火曜日（４月24日・５月22日）　一人40分間
①午後１時20分～２時　　 　②午後２時～２時40分
③午後２時40分～３時20分　④午後３時20分～４時
あじさい会館２階　さがみはら成年後見・あんしんセンター　
高齢者・障がいのある方とその家族
事前に電話申込み（開催日の前月１日より受付開始）
さがみはら成年後見・あんしんセンター　　042-756-5034

弁護士による人権や財産に関する無料相談会
成年後見制度の利用や財産・相続・人間関係の困りごとを専門の弁護士に個別相談できます。

子育て支援の“ファミリーサポートセンター”入会説明会
　「保育園のお迎えが間に合わない時に、代りに行ってほしい」、「リフレッシュしたい」
など、生後０か月からのお子さんを対象に、地域の方が援助会員として登録し、見守り
や預かり、送迎等を行います。（生後０～３か月未満は、保護者がそばにいることが
条件です。）利用したい、お手伝いしたい人を対象に入会説明会を行います（要申込）。

日　　　時
４月  6日（金） 午後  1時30分～
４日14日（土） 午前10時30分～
４月26日（木） 午前10時30分～
５月11日（金） 午後  1時30分～
５月19日（土） 午前10時30分～
５月24日（木） 午後10時30分～

場　　　所
緑区合同庁舎４階集団指導室
南 区 合 同 庁 舎 ３ 階 講 堂
あ じ さ い 会 館 ６ 階 展 示 室
南 区 合 同 庁 舎 ３ 階 講 堂
あ じ さ い 会 館 ６ 階 展 示 室
緑区合同庁舎４階集団指導室
※要申込。所要時間は、１時間半程度

※各区事務所で毎月実施
　10月以降の日程は、お問合せください。

相模原市ファミリーサポートセンター（平日午前８時30分～午後７時）
042-730-3885　　 famisapo@sagamiharashishakyo.or.jp

南区地域福祉交流ラウンジで
ボランティア体験してみよう！

　ボランティアについての基礎知識から実践まで、ラウンジがサポートします。座学を
受講後、ご興味のあるボランティア活動を体験していただけます。最終日のまとめの
会では、体験の感想を伺いながら、ご希望に沿った活動をご相談いただけます。

自治会員専用割引（JichiPass）はご存知ですか？
人間ドックや弁護士相談など、自治会員限定のお得な割引特典をご用意しております。
ぜひご利用ください。（※自治会員専用割引（JichiPass）は、毎年４月に自治会から配布されます。）

１日目　５月 11日㈮ 午後２時～４時
ボランティアの基礎知識、先輩ボランティアからのメッセージ等
２日目　５月 12日㈯～６月 19日㈫のいずれか
ラウンジ登録団体の活動に参加（団体の活動日による）
３日目　６月 20日㈬ 午後２時～４時
⇒まとめの会　※希望者のみ
南区地域福祉交流ラウンジ（南区相模大野 3-2-2 ボーノ相模大野 2階）
電話にて　　　 042-701-3388

地域デビュー応援します！ボランティアセミナー
　ボランティアセンターでは、登録していただくと、福祉施設等での囲碁・将棋の
相手など趣味を生かした活動や、外出の付添い、お話し相手、障がいのある方の
スポーツの支援といった活動を紹介しています。
①４月20日㈮　　緑区合同庁舎２階　ボランティア活動室
②４月23日㈪　　南保健福祉センター１階　ボランティア活動室
③４月25日㈬　　あじさい会館５階　ボランティア活動室
①～③いずれも午後１時30分～３時30分
ボランティア活動の基礎知識と実際の活動、事例の紹介、車いす体験等。また、各地
区ボランティアグループの活動の様子も紹介します。セミナー終了後、65歳以上の方
のボランティア活動を応援する「ふれあいハートポイント事業」の説明を行います。
①緑ボランティアセンター　　　042-775-1761　②南ボランティアセンター　　042-765-7085
③中央ボランティアセンター　　042-786-6181
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相模原市自治会連合会
みほん

相模原市自治会連合会　　042-753-3419


