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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。 

　相模原市社会福祉協議会の活動に賛同し、サポートしてくださる賛助会員（個人・企
業等）を募集しています。賛助会費としてご協力いただいた資金は、お年寄りや障害の
ある方の生活支援や、サロン活動（お年寄りや子育て中の家庭などの交流･仲間づくりの
場）、ボランティア活動の推進、各地区社会福祉協議会の活動支援等に使われます。 

募集にご協力をいただいている 
各地区の社会福祉協議会、 

自治会、民生委員児童委員協議会の皆様、 
ありがとうございます。 

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

募集期間は7月～8月。 
各地区の社会福祉協議会を 
通じて募集します。 

→随時募集 

｝ 

皆さんの権利や財産を守ります 
　従来から実施している日常生活自立支援事業に加え、今年度から社会福祉法人として
新たに成年後見事業（法定後見）に取り組みます。 
　認知症、知的障害、精神障害等で判断能力がない方などを対象に、市社協が法定後見
人等となって、本人の権利や財産を保護し生活を支援します。 

市社協相模原あんしんセンター 
電話042-756-5034

賛助会員募集中！ 
「賛助会員」として地域福祉活動に参加しませんか？ 

申込み・問合せ：総務グループ 

TEL 042-730-3888

成年後見事業（法定後見） 
身上監護（生活の支援に関すること） 
●福祉サービスの利用手続き 
●福祉施設との入所契約 
●本人の心身状況の把握　など 

財産管理 
●公共料金、家賃、税金等生活費の管理 
●定期預金、有価証券、生命保険等金融商品の管理 
●必要に応じて行う不動産の売却　など 

詳細については、 
お問い合わせください 

日常生活自立支援事業 

判断能力が不十分な高齢者や障害のある方のために、 
契約により次のような支援をします。 

●生活費・公共料金支払いなどの日常的な金銭管理 
●福祉サービスを利用するための手続き 
●重要書類の預かり　など 

※法定後見人等を選任するためには、家庭裁判所に申立てをすることが必要です。 

ふくし五・七・五コンクール作品募集！ 詳しくは三面をご覧ください 
～身近なふくしを五・七・五の川柳にしてみませんか～ 
入賞作品は漫画家秋竜山さんがマンガに表して第20巻の巻末等に掲載いたします！ 

＜作品の説明＞　ボランティア活動で「お元気で」と挨拶をしましたが、実は自分自身が活動を通じて元気になっています。 

平成21年度の募集結果等詳細はホームページ 
（トップページ> 寄付・募金・賛助会員 > 賛助会費）を 
ご覧ください。 

募集キャンペーンを実施 
しました。 
（市社協役員・職員による 
駅頭での募集活動） 

（ふれあい・いきいきサロン　なごみ）（ふれあい・いきいきサロン　なごみ） （ふれあい・いきいきサロン　なごみ） 

～成年後見事業をスタート！！～ 

　お茶飲みやレクリエーション等
楽しいひと時を通して、ご近所同
士が知り合い、支えあう関係づく
りが進められています。 
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皆様の声をお聞かせください 

今月のおすすめ本 
『10代の子どものうつ病』 
　　　　　　　　　　　             　　　　　 新井慎一/監修者（株式会社西東社） 

Vol.8 

麻溝地区自治会連合会「福祉部長」の活躍 

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 

佐藤　榮一 

坂本　堯則 

天野隆史（夜間保育ドリーム） 

飯田利宇 

匿名　4件 

園部智恵子 

河本　　一 

 

県北管工事協同組合 

オムロンレーザーフロント株式会社 

懐メロ友の会 

相模原市民吹奏楽団 

㈲ボナペティ 

コンパル橋本店 

㈱リガルジョイント 

フルヤ会 

相風さつき会 

小山福祉サークル 

三菱重工相模原ダイナボアーズ 

相模野カントリー倶楽部（日本ゴルフ場企画㈱） 

相模カラオケ同好会 

メルティ・ストリングス・カルテット 

匿名　2件 

 

内海　義夫 

匿名　2件 

田口　常利 

匿名　3件 

大谷勝子 

匿名　2件 

 

源悟山顕正寺 

グローブライド㈱ 

●社会福祉のために 

 

 

 

 

●高齢者福祉のために 

●少年院図書代のために 

〔企業・団体〕 

●社会福祉のために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔個　人〕 

●福祉用具 

 

●日用品 

 

●その他 

 

〔企業・団体〕 

●日用品 

●鮎 

〔個　人〕 

小　山 

相模台 

大野北 

相模台 

 

大野中 

大野北 

 

中　央 

横　山 

田　名 

横　山 

東　林 

橋　本 

大野中 

大野北 

田　名 

小　山 

田　名 

城　山 

市　外 

相模台 

 

 

大野中 

 

星が丘 

 

中　央 

 

 

相模台 

市　外 

 

 

（敬称略・順不同）

地区名 名前・名称 

～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5月1日から6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。

 
 

「うつ病」は大人の病気と思っていませんか？いま、
子どものうつ病が増えています。元気がない、いつ
もイライラしている、学校にいけない、夜眠れない
など、子どもからの「サイン」を感じたら
読む本です。 

寄
付
金 

多くのお客様で賑わった
福祉バザー

皆様の声をお聞かせください 
～市社協の苦情相談・解決体制～ 

　本会の実施する事業やサービスなどに関する市民の皆様 

からの苦情や要望などを受け付け、解決や改善を図るための体

制整備を行っています。 

 平成21年度には、「サービスの対象を拡充して欲しい」「職員

の接遇態度を改善して欲しい」など合計28件のご要望をいた

だき、改善を進めています。お気づきのことがありましたらご連

絡ください。 

　　　　　  〈平成21年度の苦情・要望等件数〉 

　　　  ・ ひとり暮らし高齢者等給食サービス関連　6件　　　 
　　　  ・ 福祉車両等運行事業関連　　　　　　　 4件 
　　　  ・ 保健と福祉のライブラリー事業関連　　　2件　　　 
　　　  ・ 職員の接遇に関すること　　　　　     　2件 
　　　  ・ その他　　　　　　　　　　　　　     14件 

　苦情・要望に対する知識を持った「苦情解決第三者委員」を

設置し、中立的な立場から苦情・要望などへの対応に関する 

助言をいただいています。 

　　　〈苦情解決第三者委員〉 

　　　 玉田　　稔　　 木下　芳久 　  鈴木　敏彦 

問合せ�総務グループ　電話042-730-3888

　「センターができるのを待っていたよ！」そんな声に地域の
皆さんの期待の大きさを感じます。現在約40人のボランテ
ィア登録があります。研修やボランティア同士の交流も行う
予定です。趣味や特技を生かして、楽しく活動しましょう！ 

問合せに対応するコーディネーターやボランティア

　「近所でお困りの方を手助けしたい」、「都合の良い時にちょっと

したことならボランティアできるかも」、そんな気持ちを生かした
いと、田名地区社会福祉協議会は6月からボランティアセンターを
オープンしました。ボランティア活動をお願いしたい、また活動に興
味があるなど、お気軽にご連絡ください。 
相　談　日�火・土曜日の午前10時～午後3時　　 
電話・ＦＡＸ�042-719-8109（注：活動の依頼の相談は田名在住の方のみとなります。） 
場　　　所�相模原市中央区田名5,222（田所製作所2階） 
●この活動は、田名地区社協が市社協の「福祉コミュニティ形成事業」の指定を受け、地域の皆さんで構成する
　福祉コミュニティ推進会議が中心となり企画運営しています。

対　　象　　者�作詞部門／障害のある方 
　　　　　　　 作曲部門／応募された詩に曲をつけていただける方 
締　　切　　り�8月31日（火） 
問合せ・申込み�相模原ボランティア協会　 
電話・ F A X�042-759-7982　当日お手伝いしてくださるボランティアも募集中！ 

作詞・作曲者を募集します 

　10月16日（土）に
開催する「ほかほかふ
れあいフェスタ2010」
で発表します。

ふくし五・七・五コンクール作品募集 
～身近なふくしを五・七・五の川柳にしてみませんか～ 

　福祉マンガ「みんないいひと」第20巻の刊行（11月予定）を記念して、
ふくし五・七・五コンクールを開催します。ふだんの生活で感じる「い
いひと」や「いいこと」など心あたたまる、ユーモアあふれる人と人
とのふれあいを五・七・五にしてみませんか。 

応募資格�市内在住・在勤・在学の方 
募集内容�〇応募部門　①小学生の部　②中学生の部　③一般の部 
　　　　　〇作　　品　1人2点まで 
応募方法�郵送・FAX・電子メールで下記の項目を明記のうえお申込みください。
　　　　　①作品　②作品の説明（70字以内）　③名前　④住所　⑤電話番号
　　　　　⑥年齢（小学生・中学生は学校名と学年も） 
応募締切�平成22年8月31日（火）必着 
審査・表彰�市内在住漫画家秋竜三さんらによる審査を行い、 
　　　　　入賞者を表彰し記念品を授与します。 
申 込 先 �〒252-0236　相模原市中央区富士見6-1-20 
　　　　　相模原市社会福祉協議会　地域福祉グループ 
　　　　　電話　042-756-5034　FAX　042-759-4382 
　　　　　E-Mail　tiiki@sagamiharashishakyo.or.jp

日　　　時�毎月第2金曜日・第4土曜日 
　　　　　　①午後1時30分～2時30分　　

　　　　　　 ②午後 2時45分～3時45分 

場所及び申込み先�　 
第2金曜日　 かわせみの家（緑区原宿3-7-7） 

                  電話・FAX　042-783-1333 

第4土曜日　 城山保健福祉センター 

　　　　　　　  （緑区久保沢2-26-1） 

                     電話　042-783-1212 

                     FAX　042-782-4050 

講　　　師�パソボラそうそう相模原 

まずは見学に 
来ませんか？ 
費用は無料 
です！ 

●インターネットで調べてみたい 
●メールってどんなもの？ 
●デジカメ写真を編集したい 
●年賀状や暑中見舞いを作りたい 

パソコンひろば相模原 
in しろやま 

パソコンひろば相模原 
in しろやま 

日　　　時�毎月第1・第3金曜日 
　　　　　　　①午後1時～2時 

　　　　　　   ②午後2時30分～3時30分 

場所及び申込み先�　 
　　　　　　  やまのべ館 

　　　　　　  （緑区与瀬本町43新井ビル１F） 

　　　　　　  電話・FAX　042-684-3581 

講　　　師�NPO法人パラボラジャパン 

パソコンひろば相模原 
in さがみこ 

パソコンひろば相模原 
in さがみこ 

パソコンを
学びたい障害のある方を応援します

予約制 

平成21年度　相模原市社会福祉協議会 

決算の状況 
　「地域住民の参加と支えあいによる福祉のまちづくり」を実現し、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多くの市民の皆さんに福祉活動にご参加をいただきありがとうございました。市社協

では地区社協をはじめ、自治会、民生委員・児童委員などと連携を図りながら、それぞれの地域の特性を生

かした小地域の支えあい活動を通して、交流・支援する地域のつながりを育めるよう取り組みを進めました。

収入 1,932,444千円 支出 1,855,388千円 ※単位は全て千円
 （　）内は構成割合

45,141（2.3%) 
皆様からの賛助会費、会員から
の一般会費など 
 

15,316（0.8%） 
市民・法人からの寄付金 

 

32,901（1.7%） 
赤い羽根募金・年末たすけあい
募金の配分金 

会　費 寄付金 共同募金配分金 

788,938（40.8%） 
市・県社協からの事業を行うた
めの補助金、受託費 
 

150,324（7.8%） 
各種サービスの利用料、自販機
手数料など 

899,824（46.6%） 
借入金収入、預金利子、前期未

支払資金残高など 
 

補助金・受託金 事業収入 その他(借入金、雑収入他） 

27,829（1.5%) 
広報紙の発行（全市版・地域版
ともに年6回新聞折込）や社会
福祉大会の開催など 

937（0.1%) 
小・中・高校生対象の各種体験
講座の開催など 

82,225（4.4%) 
地区社協への活動支援や福祉コ
ミュニティ形成事業、ボランテ
ィア育成事業の実施など 

福祉情報の充実 福祉教育・福祉 
学習の充実 

地域の住民 
福祉活動の充実 

 

6,534（0.4%) 
障害者・高齢者などの福祉団体
への活動助成など 
 

451,898（24.3%) 
日常生活自立支援事業や有償の
家事援助サービス、子育て支援
事業の実施など 

1,285,965（69.3％) 
民間社会福祉施設への建設資金
などの貸付、あじさい会館管理
運営、市社協運営費など 

社会参加の場の充実 利用者支援の充実 事業を推進する 
ための運営基盤 
の整備 
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○○チームファイト！ 

会　計　名 

一　般　会　計 

　　　公　益　事　業 

　　　収　益　事　業 

合　　　計 

収　　入　 

1,751,803 

151,960 

28,681 

1,932,444

支　　出　 

1,695,947 

132,355 

27,086 

1,855,388

平成21年度一般会計・特別会計の収支決算の概要 

特
別
会
計 

合計　2,065,433 合計　2,065,433

資産合計（2,065,433） 
負債合計（967,842） 

・現金　・預貯金　・未収金
・基本財産　
・固定資産　・基金　等

減価償却費の累計額　53,741

・未払金　・預り金　・買掛金　等
【46.9％】

純資産合計（1,097,591） 
・基本金　・基金　・積立金
・次期繰越活動収支差額 等【53.1％】

資
産
の
部 

負
債
の
部 

　麻溝地区では、23の全自治

会に「福祉部長」が1名ずつ設

置されています。福祉部長は、

地区社協の構成員となり、福祉

バザーや敬老祝い品の贈呈、長

寿フェスティバルなど、他の地

区社協構成員と共に活動に取り

組んでいます。 

　7月から8月にかけては、市社協の賛助会員の募集にもご協

力いただいています。募集方法は自治会により異なりますが、

多くの自治会では、福祉部長が自治会内で集めた賛助会費を

取りまとめ、地区社協事務局のあるまちづくりセンターに届け

ています。「一軒一軒訪問して、募集のお願いをするのは本当

に大変ですが、賛助会費は地区社協に配分されるので、頑張っ

ています。地区社協の活動の話をすると励まして頂くこともあ

り、そんな時は嬉しく思います。」とおっしゃる福祉部長も。麻

溝地区社協の仲川会長は、「福祉部長の皆さんの協力で、賛助

会員の募集や地区社協活動が豊かに展開されています。3名

の福祉部長さんは理事として地区社協の運営に携わっており、

日頃の活動を生かして頂いております。地区社協として福祉

部長さんの活動を支えるためにも、地区社協の諸活動について、

地域の皆さんの理解をより一層深めて頂くよう努めたいと思

います。」自治会と地区社協が密接につながり、地域の課題に

即した活動が展開されています。 

★社会福祉協議会関係施設の休館日 
あじさい会館……………………8月8日（日）、9月25日（土） 

南保健福祉センター（あじさい会館南分室）…10月3日（日） 

①7月28日（水） 
　 午後1時30分～3時30分 南保健福祉センター

②9月6日（月） 
　 午前10時～正午 　南保健福祉センター

これからボランティア活動を始めたいと考えている方のために 

ボランティアセミナー 内　　　容�ボランティアの心構え、活動の 
　　　　　　紹介と車いす介助体験 
定　　　員�各日とも15名　　 
受　講　料�無料 
申込み問合せ�南ボランティアセンター　 
　　　　　　042-765-7085

貸
借
対
照
表 



市社協非常勤職員募集 
1 地域福祉支援員（募集人員1名） 
業務内容�橋本地区社会福祉協議会の活動に関する企画・運営等の支援、
　　　　　橋本地区民生委員児童委員協議会の事務の補助など。 
応募資格�地域福祉活動に理解と熱意があり、普通自動車運転免許を有
　　　　　し、平成22年9月1日より勤務可能な人 
勤務・賃金�原則週4日で午前9時～午後4時（１時間の休憩） 
　　　　　時間外勤務、勤務指定曜日以外の勤務あり。時給960円 
勤務場所�相模原市緑区役所地域政策課内 
　　　　　（JR橋本駅前シティ・プラザはしもと5階） 

2 事務補助員（募集人員1名） 
業務内容�市社協事務局の事務の補助など。 
応募資格�地域福祉活動に理解と熱意があり、普通自動車免許を有し、　
　　　　　平成22年9月1日より平成23年3月31日まで勤務可能な人 
勤務・賃金�月～金曜日 午前10時30分～午後5時（1時間の休憩） 
　　　　　（祝日を除く）時給840円 
勤務場所�相模原市社会福祉協議会（あじさい会館2階） 

申 込 み�市社協の各事務所で配布する所定の申込書により8月2日（月）
　　　　　までに市社協福祉推進課へ持参 
問 合 せ�福祉推進課  地域福祉グループ　�042-756-5034

175号 2010年（平成22年）7月20日 社協さがみはら 

相模原市高齢者福祉施設協議会 
非常勤職員募集 

くりのみ学園　職員募集 

募集職種�生活支援員 
応募資格�不問（適性重視・選考実習あり） 
勤務・賃金�①契約社員（１名）　 
 週5日間午前8時30分～午後
　　　　　  4時30分（1時間の休憩） 
 基本給156,000円他手当、社 
 会保険完備②契約社員（１名） 
 週5日間午後1時～9時（1時 
 間の休憩）基本給165,000円 
 他手当、社会保険 完備③パート 
 職員（2名）週3日間実働6時間 
 時給900円 
勤務場所�くりのみ学園（緑区牧野6076-1） 
申 込 み�書類・面接・実習にて選考。問合 
 せください。（申込みは8月末まで） 
問 合 せ�担当　小俣・今井　 
 �042-689-2233

　相模原市立あじさい会館では、夏休みの期間中、赤ちゃんと一緒にコミュニケーションを図る

講座や家庭の中で役立つ介護術などを学ぶ講座を開催します。

会　場�相模原市立あじさい会館　研修室、和室　（相模原市中央区富士見6-1-20）  

参加費�１人500円（子どもは無料）　講座により別途、材料費が必要なコースあり。 

申し込み�往復ハガキに希望コース（第一希望、第二希望記入）、住所、参加者氏名、電話番号を 

　　　　明記し、郵送にてお申し込みください。［8月14日（土）消印有効］応募者多数の場合は抽選になります。            

郵送先�〒252-0236 相模原市中央区富士見6-1-20　あじさい会館管理事務室　夏の講座係宛 

業務内容�一般事務 
募集人員�若干名 
応募資格�簿記2級程度、パソコン業務 
　　　　　  可能な方 
勤務・賃金�月～金曜日の週3～5日間 
 午前10時～午後4時（1時間の 
 休憩） 時間外勤務あり 
 時給850円～（応相談） 
勤務場所�市高齢者福祉施設協議会事務所 
 （〒252-0236中央区富士見 
 6-1-20あじさい会館内） 
申 込 み�書類・面接にて選考。履歴書（写 
 真貼付）を同協議会事務所に郵 
 送してください。（7月25日（日） 
 消印有効） 
問 合 せ�募集に関しては下記時間帯とさ 
 せていただきます。7月20日 
 （火）～24日（土）午後1時～3時 
 �042-707-1136

虹まつり 

日　時�7月24日（土）　 
　　　　 午後4時～7時45分 
場　所�虹の家（南区下溝4410）周辺 
内　容�模擬店、ゲームコーナー、フリー 
            マーケット、抽選会、打ち上げ花火

など。※模擬店などのお手伝いの
ボランティアも募集（事前にお申込
みください。） 

問合せ�担当　瀬戸口　 
　　　　 �042-770-0111  

 

津久井やまゆり園 納涼祭 

日　時�8月7日（土）　午後4時～8時 
場　所�（社福）かながわ共同会津久井 
 やまゆり園（緑区千木良476）　
内　容�盆踊り、模擬店、アトラクション 
 花火など。お手伝いのボランティア 
 を募集（定員10人・申込順・7月 
 26日（月）までにお申込みくださ 
 い。） 
問合せ�担当　浅野・鈴木・須藤 
　　　　�042-689-4811

縁ＪＯＹ・柴胡苑合同夏まつり

ボランティア募集相模原養護学校 
余暇支援グループ ひだまり 

日　時�10月10日（日） 
場　所�多摩動物園 
内　容�相模原養護学校の児童・生徒（知的
　　　　  障害児）の余暇支援として、バスレ
　　　　  クレーションを一緒に企画運営す
　　　　  るメンバーを募集。希望者は8月
　　　　  27日（金）までに問合せください。 
費　用�実費はご負担ください。 
問合せ�担当　梁川（やながわ） 
　　　　  �090-8848-6554 

ボランティア募集 
福祉車両介助 パステルファーム納涼祭 

日　時�8月11日（水）　 
             午後1時30分～7時30分 
場　所�パステルファームワーキングセンター 
             （中央区田名5012-5） 
内　容�模擬店出店やご利用者のお手伝
　　　　 いのボランティアを募集。（7月
　　　　 26日（月）までにお申込みくだ
　　　　 さい。浴衣をお持ちの方はお持ち    
　　　　 ください。） 
問合せ��042-760-3170

内　容�歩行が困難な高齢者、障害者の通        
院、買物など外出を支援する福祉
車両「ハンディキャブボランティ
ア号」に同乗し、乗降や外出の付
き添いを行うボランティアを募集
します。 

問合せ�ＮＰＯ法人相模原ボランティア協会 
　　　　 あじさい連絡所　　 
            �042-759-7982
　　　　 南連絡所　�042-766-0381

ハニーピーナッツ 会員募集 

日　時�月1回（第1又は第2月曜日） 
場　所�東林公民館 
内　容�年長から小学生の障害児とその 
　　　　 保護者で音楽を楽しむサークル。
費　用�お問合せください。 
問合せ�担当　大塚　 
             �042-766-5168

あじさい会館主催

古武術で学ぶ介護術

講座名 日　時 会　場 講　師 講座内容
備　　 考

参加費・材料費 等
当日徴収となります。

定員

1

No.

2

3

4

編み編み布ぞうり

楽しい子育て
ベビーサイン

楽しい子育て
ベビーマッサージ

8月22日（日）　
午前10時15分～正午

古武術の身体活用法を基にした家庭での介護 
方法について体験学習します。 

上手にお話できない赤ちゃんとコミュニケーション 
をどう図るか、ということについて学びます。 

TV雑誌で評判講師の直接指導。布ぞうりを 
一足仕上げます。 

ママと赤ちゃんと、マッサージを通して楽しく 
コミュニケーションを図る方法を学びます。  

8月23日(月）
午前10時30分～11時30分

当日は7か月～１歳3か月のお子さん
とご参加ください。  教材費 200円  

3か月以上のお子さん。 教材費 200円 
バスタオルをご持参ください。  

8月24日(火）
午前10時～午後3時

8月25日(水）
午前10時30分～11時30分

古武術介護
金　　雄一 氏

日本ベビーサイン認定
堀江　愛子 氏

古布研究家
小石　正子 氏

ロイヤルセラピスト協会
加藤あゆみ 氏

第1和室 動きやすい服装でご参加ください。

材料費 1,500円、はさみ、ボンド

20名

第2和室 15組

研 修 室 20名

第2和室 15組

 

 

日　時�7月31日（土）　午後4時～8時 
場　所�特別養護老人ホーム縁ＪＯＹ敷地内 
　　　　 （中央区田名7691-1） 
内　容�テーマ「再宴」～楽しければええじ 
　　　　 ゃないか～模擬店、アトラクション、大
　　　　 抽選会など※模擬店などのお手伝い
　　　　 のボランティアも募集（事前にお申込
　　　　 みください。） 
問合せ�担当　金子　 
　　　　 �042-764-1110




