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「市社会福祉協議会」は、皆さんの参加と
支えあいで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の福祉団体です。 

地域での 

支えあい活動を 

支援します 

　市社協では、福祉課題を抱えた人だけで
なく住民の皆さんが心豊かに安心して生活
ができるよう、地域での支えあい活動を推
進するため、市社協・福祉事業者・地域（地
区社会福祉協議会や自治会、民生委員・児
童委員など）の取り組みを定めた「第7次相
模原市社会福祉協議会地域福祉活動計画」
を策定しました。 

第7次相模原市社会福祉協議会次相模原市社会福祉協議会 
地域福祉活動計画地域福祉活動計画を策定策定 

第7次相模原市社会福祉協議会次相模原市社会福祉協議会 
地域福祉活動計画地域福祉活動計画を策定策定 

第7次相模原市社会福祉協議会 
地域福祉活動計画を策定 

　地域の皆さんが福祉課題について話し合い、解決
する仕組みを作るための支援（福祉コミュニティ形成
事業）を行います。 

　ボランティアセミナーの開催などにより福祉課題を
発見し、解決に導くボランティアや地域でのお世話役
を発掘・育成します。 

●福祉のまちづくりを推進 ●福祉のまちづくりを推進 

●支えあい活動の担い手を育成 ●支えあい活動の担い手を育成 

　地域の皆さんが福祉に関する情報を分かりやすく入
手できるよう、市社協ホームページなどの充実を図る
ほか情報を発信しづらい方たちの支援を行います。 

●福祉情報福祉情報を入手入手・発信発信しやすい仕組仕組みを推進推進 ●福祉情報を入手・発信しやすい仕組みを推進 

高齢者などが 
気軽に立ち寄れる 
交流の場 

ボランティア活動 
などを学ぶ講習会 

障害のある方 
などがパソコン操作 
を学び交流する 
パソコン広場 

賛助会員募集 賛助会員募集 市社協の 平成２２年度 
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　市社協の構成員である地区社会福祉協議会・自治会連合会・民生委員･児童委員協議会の
ご協力により集めていただいた賛助会費は、地区社協への支援事業や広報紙「みんないい
ひと」の発行、ボランティアの育成事業、ふれあいサービス事業（有料の家事援助・介助
事業）などに活用させていただきます。 
　募集の趣旨をご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。 

　　　　　　　 問合せ　総務グループ　電話 042-730-3888  

http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/

一般賛助会費　　　200円(一口) 
特別賛助会費　　1,000円(一口) 
法人賛助会費　 20,000円(一口)

ご協力ありがとうございました。
　 ～平成21年度の募集結果報告～ 
共同募金運動　[総額]63,804,100円
　     赤い羽根募金　　　　 45,675,776円 
　     年末たすけあい募金　 18,128,324円 

神奈川県共同募金会相模原市支会 
賛助会員　　　[総額]42,215,763円
　     一般賛助会費　　　　 29,721,863円 
　     特別賛助会費　　　　 12,493,900円 

法人賛助会員　[総額]  1,380,000円
　60の企業・団体から、法人賛助会員としてご支援を
　いただきました。 

7月から募集が始まります！ 
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 今月のおすすめ本 
『すぐに役立つ  老後を安心して暮らすための 
　　　暮らしの法律知識とトラブル相談マニュアル』 
　　　　　　　　　　　             　　　　　 大門則亮/監修者（株式会社三修社） 

Vol.7 

津久井地区自治会連合会の協力 

シリーズシリーズ 自治会の自治会の 
支えあい活動支えあい活動 

シリーズ 自治会の 
支えあい活動 

問合せ�保健と福祉のライブラリー（図書室） 
　　　　  電話 042-769-8275　ウェルネスさがみはら1階 

石井　孝一 

佐藤　榮一 

園部智恵子 

飯田　利宇 

大橋　國利 

矢沢　　守 

匿名　4件 

匿名　１件 

園部智恵子 

地曳　裕雄 

河本　　一 

 

相模原市民吹奏楽団 

相模野カントリー倶楽部（日本ゴルフ場企画㈱） 

あじさい大学調理科2　一同 

ＪＡ相模原市　女性会上溝支部 

ビバーチェ共和店 

明穂会 

神奈川県生命保険協会　町田ブロック 

相模原「あした天気になる？」実行委員会 

株式会社広和産業・有限会社コーワ 

ヤマザキショップ大島屋酒店 

花の和 

セントラル自動車労働組合 

相模原市山形県人会 

青い鳥 

さがみビルメンテナンス協同組合 

あじさい陶友会 

福前健康体操 

匿名　4件 

三菱電機SOCIO-ROOTS基金 

相模カラオケ同好会 

セレモニーホール永田屋 

匿名　1件 

相模原市点訳赤十字奉仕団 

橋本地区交通安全母の会相原支部 

社団法人 神奈川県トラック協会相模地区支部 

 

中野　正吾 

匿名　2件 

町田　紘一 

地曳　裕雄 

大谷　勝子 

 

相模原沖縄県人会 

相模原市支援教育研究会 
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～たくさんのご寄付をありがとうございます～ 
一人ひとりが福祉活動 

平成22年2月1日から4月30日までに 
ご寄付を寄せられた方は、次のとおりです。  

　市社会福祉協議会には、市民の皆様から多くの寄付が寄せられ、福
祉の向上に役立たせていただいています。「地域住民の参加と支えあ
いによる福祉のまちづくり」を実現するため、ひとりでも多くの方の
ご協力をお待ちしております。 

場　所�あじさい会館 6階　権利擁護相談室 
時　間�午後1時20分～4時（一人の相談時間は40分間です） 
対　象�高齢者・障害者とその家族 

予約受付時間�月～金曜日（祝日を除く） 
　　　　　　　午前8時30分～午後5時 

弁護士による法律相談 

申込み・問合せ　相模原あんしんセンター 
電話 042-756-5034

　すべての人々が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう地域住民が福祉活動等に参加し、地区社協、自治会、民生委員・児童
委員、福祉事業者などとの連携を図りながら、小地域の支えあい活動づくりを通して交流・支援する地域のつながりを育みます。 

 
 

　高齢者とその家族を対象とした、暮らしの法律問
題解決事典。 
　高齢者を狙う悪質商法の手口から医療保険、年金、
生活保護、離婚、交通事故、借金問題、
医療過誤まで、知っておきたい法律
や制度をわかりやすく解説。 

より住みよいまちづくりに向けて 
自治会と地区社協がガッチリ連携！ 

そろそろ相続や 
遺言などのことも 
考えなくちゃ… 

第7次相模原市社会福祉協議会地域福祉活動計画と平成22年度事業計画・予算 

� 地域福祉コーディネート機能の充実 
　地域の福祉課題を発見し、受け止め、地域の資源につなぎ、解決

に導くことのできる人材の確保に取り組みます。 

� 交流・仲間づくりの場の充実 
　身近な地域でのサロン活動や目的別・課題別サロンなど、世代間

の交流と仲間づくりを促進します。 

� 福祉課題を発見・把握する仕組みづくり 
　地区社協等と連携し福祉課題の把握に努め、適切なサービスを受けな

がら住み慣れた地域で暮らしていくための仕組みづくりに取り組みます。 

(1) 住民福祉活動の促進 
　本年度から地域福祉推進員・地域福祉支援員を各地区に配置し、地区社会

福祉協議会及び地区民生委員・児童委員協議会への支援と福祉関係諸団体と

のネットワーク構築を図ります。また、市内4地区(城山・相模湖・藤野・相

武台)で新たに実施する福祉コミュニティ形成事業を支援します。 

(2) 在宅福祉サービスの充実 
　判断能力が十分でない障害者や高齢者の権利擁護を図るため、新たに金銭

管理や身上監護を行う成年後見（法人後見）事業に取り組みます。また福祉

課題の多様化などに対応するため、高齢者や障害者世帯を支援するふれあい

サービス事業や子育て中の家庭を支援するファミリーサポートセンター事業

なども住民の皆様の参加と支えあいにより推進します。 

(3) ボランティア活動の促進 
　災害時におけるボランティア活動を組織的・効果的に行うことができるよ

う災害ボランティアマニュアルを作成します。また、防災ボランティア養成

講座の実施等により、防災ボランティア活動の意識向上・人材育成を行います。 

� 地区社協を基盤とした地域・福祉事業者のネットワークづくり 
　高齢・障害・児童福祉など、様々な福祉分野の事業者同士のネット

ワーク構築を図りながら、地区社協活動への理解や参画を進めます。 

� 住民が主体的に取り組む福祉コミュニティ形成の促進 
　地区社協を中心に、誰もが自由に参画し、地域の福祉課題を発見・

共有し、地域の特性に応じた解決の仕組みづくりに取り組みます。 

� 圏域にとらわれない課題検討・交流の場づくり 
　同じ課題を抱える人や支援団体等を交えて解決策を検討する場づ

くりや、市内の福祉活動者の交流と情報交換の場づくりに取り組みます。 

　この計画は、市社協の「経営理念」「経営目標」を明確にしさまざまな事業を効果的、効率的に進めるため、組織体制のあり方など「組織運営方針」を 

新たに定めました。第7次地域福祉活動計画を着実に推進するため、市社協の組織・財務等に関する取り組みを計画的に進め、運営基盤の強化に努めます。 

� 福祉活動を体系的に学び、福祉人材を豊かにする仕組みづくり 
　福祉教育や福祉学習の充実と福祉活動へのきっかけづくりを進

めるとともに、体系的に福祉人材の育成に取り組みます。 

� 福祉活動を支援するための福祉情報を流通する仕組みづくり 
　身近な地域で福祉活動に必要な情報が入手できるよう必要な情

報を収集し、様々な媒体を活用して発信するなど情報流通の仕組

みづくりに取り組みます。 

� 住民福祉活動を推進する財源の確保 
　市社協賛助会員や共同募金の募集、自動販売機の設置拡充など

自主財源の確保とその使途を明確に伝えます。 
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福祉課題を発見し 
解決につなげます 

福祉課題について 
話し合い、解決に 
つなげます 

福祉課題を解決 
するための環境を 
整えます 

基本 
理念 基本目標 重点的な取り組み 

1  第7次相模原市社会福祉協議会地域福祉活動計画 

①事業計画（主な重点事業） 

②各会計予算額（単位：千円） 

③予算総額年度別の推移 

3  平成22年度事業計画・予算 

2  相模原市社会福祉協議会強化発展計画 

1

2

3

会計名 

一般会計 

合　計 

公益会計 特別 
会計 収益会計 

2,065,153 1,784,497 280,656

133,837

 

2,000 

 

1,500 

 

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

132,872 965

24,260 26,531 ▲2,271

2,223,250 1,943,900 279,350

本年度 前年度 比　較 

（百万円） 

1,985 1,944
2,070

2,223

『やすらぎステーション』 への参加・協力 

寄
付
金 

第２回　　５月２７日（木）　　受付中 

第３回　　６月２４日（木）　　受付中 

第４回　　７月２２日（木）　　受付中 

第５回　　８月２６日（木）　　受付中 

第６回　　９月２１日（火）　　受付中 

＊すでに予約が終了している場合がありますので 
　お問い合わせください。 
＊予約はお一人１回とさせていただきます。 
＊内容によっては予約をお断りする場合があります。 

相談日（予約制）  予約状況 

個別・無料 

　津久井地区自治会連合会は旧津久井町を対象エリア

とし、市内で最大の122.04平方kmもの面積があります。

自治会活動の歴史も古く、地域の文化や歴史、自然環境

を生かした活動が展開されています。活動の一環として

住民主体の福祉活動を進めるために、「福祉推進員」を

選出し、津久井地区社協の活動などに協力しています。「福

祉推進員」は、地区内の63自治会全てから、約100世帯

に１名ずつ推薦され合計約110名が委嘱されます。 

 

 

　津久井地区社協では福祉推進員の皆さんに、地区内9

支部社協が取り組む様々な事業や9支部活動振興費・賛

助会員募集にご協力頂いています。『やすらぎステーシ

ョン』は9支部ごとに月1回程度開催しているお年寄り等

を対象とした小地域での仲間づくり・介護予防・世代間交

流の場です。その運営には、福祉推進員にもボランティ

アとして協力頂いており、退任後も継続してお手伝いく

ださる方もいます。 

　「10年程前、自治会から選出され福祉推進員として『や

すらぎステーション』に関わるようになりました。お年寄

りの方々と一緒にレクリエーションをやったり、日常の生

活情報の話題で盛り上がったりと、自分自身も楽しんで

参加しています。現在は福祉推進員は退任しましたが、

実行委員として参加しています。」と中野支部の鈴木コ

ト子さん。 

　自治会と地区社協が

連携して住みよいまち

づくりの輪が広がってい

ます。 
『やすらぎステーション』での 
レクリエーション 

自治会に加入しよう！ 
あなたの自治会加入が 
地域福祉の原動力！ 

●自治会に関する問合せ 

市自治会連合会事務局 
電話 042-753-3419
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補助犬の普及に向けて 
～イヌと触れ合う五つの輪～

手話勉強会 

★社会福祉協議会関係施設の休館日 

 

日　時�①6月27日（日） 
　　　　　午後2時～3時30分 
場　所�麻布大学 110周年記念ホール
内　容�犬との触れ合いを通して補助
　　　　犬を知ってみませんか？犬との
　　　　触れ合い、補助作業の体験など 
定　員�10人 
費　用�無料 
問合せ�麻布大学 介在動物学研究室 
　　　　�042-754-7111(内線444) 
　　　　  担当：山本

日　時�毎週土曜日  午前10時～正午 
場　所�あじさい会館5階団体コーナー
内　容�難聴者を対象とした手話の勉 
　　　　強会 
費　用�年会費 2,000円 
問合せ�NPO相模原市難聴者協会・土の会
　　　　FAX 042-762-7530
　　　　Eメール my-cat-mei@jcom.home.ne.jp 
　　　　担当：小山幸子

第11回やまびこ工房地域交流バザー 

日　時�6月6日（日） 
場　所�やまびこ工房（中央区田名7236-3） 
内　容�バザー品の販売、喫茶、アンサンブ  
　　　　  ル演奏等（申込不要直接会場へ） 
費　用�無料 
問合せ�社会福祉法人風の谷 やまびこ工房  
            �042-760-1033

あじさい会館   7月5日（月） 
南保健福祉センター（あじさい会館南分室）  6月6日（日） 

 ボランティア養成講座　受講生募集！ 
対　　象�市内在住・在学・在勤の15歳以上（中学生は含まない）の方 
定　　員�100人（応募者多数の場合は抽選となります。） 
費　　用�1,500円＋教材費 
場　　所�あじさい会館・市民会館など 
申 込 み�往復はがきに郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、希望するコ

ース別講座を第2希望まで記入の上6月5日（土）までに相模原市ボラ
ンティア協会講座係宛（〒252-0236相模原市中央区富士見6-1-
20あじさい会館内）へ郵送（必着） 

問 合 せ �相模原ボランティア協会　�042-759-7982

■ 基礎講座（全コース共通）

「相模原の福祉と市民の役割」 
講義・グループ討議 
講師：相模原市社会福祉事業団 理事長 渡邊　亮 氏 

①6月26日（土）
　午後1時30分～4時 

「人と人とのかかわり・介助体験」 
ワークショップ・車いす体験など 
講師：社会福祉法人ひまわりの会　有料老人ホーム　 
　　　 緑陽白鳥ホーム　ホーム長　川村　隆 氏 

②7月3日（土）
　午後1時30分～4時30分 

「障害者の話を聞き、各コース別講座を知る」 
体験談・コース別講座紹介 

③7月10日（土） 
　午後1時30分～4時30分 

日　　時 内　　容

■ コース別講座（各コースは教材費など実費が必要です。）基礎講座修了者で希望者

視力に合わせて教科書を書き換える 
（1,000円）　※65歳までの方 

9月2日（木）～
11月18日（木）　午後 拡大写本(11回)

障害者・高齢者と一緒にダンスを 
楽しむ（500円） 

9月28日（火）～
10月26日（火）　午後 車椅子社交ダンス(5回)

介護の実際や認知症についての理解と 
実習（500円） 

9月6日（月）～
10月18日（月）　午前 

高齢者支援
ボランティア養成(5回)

障害児者の理解と支援（500円） 9月10日（金）～
10月8日（金）　  午前 

障害児者支援
ボランティア養成（5回）

車いすのまま乗り降りできる 
車の運転と介助（無料）　※26歳以上 

9月25日（土）～
10月30日（土）　午前 

福祉車両の運転・介助
（5回）

外出時の介助、誘導、障がい者スポーツ 
（300円）  

9月14日（火）～10月19日（火）
午後（最終回は午前） 外出援助　(6回) 

活字情報を読む音声訳・録音の実際 
（700円） 

9月14日（火）～11月16日（火）
 　　　　　　  午前 録音（9回）

点字の基礎を学ぶ 
（1,000円） 

日中コース9月2日（木）～
11月18日（木）　午前 
 夜間コース9月2日（木）～
11月18日（木）　夜間 

点字（11回）

コース名 概要（　）内は教材費 日　程

視
覚
障
害
者
へ
の
援
助

　相模原市内の福祉・環境・国際交流等盛りだくさんの体験学習「将来の
ために何か見つけたい」「ボランティア活動したい」と思っている方、ぜひ
ご参加ください。

開 催 日�①オリエンテーション［（1）（2）のいずれかにご参加ください］

　　　　　  （1）7月19日（月）　午後2時～4時（会場：あじさい会館6階展示室） 

　　　　　  （2）7月20日（火）　午後2時～4時（会場：相模女子大学） 

　　　　　②体験学習

　　　　　　7月23日（金）～8月24日（火）の間で2～4日程度 

　　　　　③まとめの会（会場：あじさい会館6階展示室）

　　　　　　8月25日（水）　午後2時～4時 

対　　象�上記①②③に全て参加できる市内在住・在学の中学・高校生 

費　　用�集合場所までの交通費・昼食代は用意してください。 

申込み・問合せ�ボランティアセンター　�042-786-6181

中学・高校生のための 
夏休み体験学習 

ボランティア活動、 
講座、イベント等 
市民活動情報を 
提供します 

　平成22年4月1日より南保健福祉センター（南区相模大野6-22-1） 

１階に、ボランティア・市民活動に関する情報提供の場として「ボランティア

情報コーナー」をオープンしました。 

　コーナーでは、現在募集しているボランティア活動の情報、ボランティア・

市民活動団体の活動情報等を提供しています。市民向けの講座・研修会

や団体のイベントなどを紹介したチラシ・ポスター等も掲示、配架し、自由

にお取りいただくことができます。 

　また団体の皆様が少人数での打ち合わせをする際に利用できるミーテ

ィングテーブルもありますのでご活用ください。 

　ボランティア・市民活動団体の方々でコーナーへのチラシ等の掲示・配

架を希望する場合は、お問合せください。 
 

問合せ�市社協南ボランティアセンター　 
　　　　�042-765-7085　FAX042-748-4419 

※ボランティア情報コーナーの開設に伴い「南ボランティアセンター」は市社協南事務所内
（南保健福祉センター１階）に統合されました。なお、4/1からFAX番号が変わりました。 
ご了承ください。 

「ボランティア情
報コーナー」 
オープン！ オープン！ 

南保健福祉センターに 




