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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。

広　報 市社協の募金箱
　　にあります！

募金箱設置にご協力くださる店舗やイベントを大募集中！　置くだけでできる地域貢献。
お客様や仲間とのコミュニケーションのきっかけや、お店のイメージアップにもご活用ください！
                                                                                                                                                                                               寄付金の使い道は２ページへ→ 

寄付は身近でできる福祉活動への参加
ココココココ

イートインスペースもあるおしゃれな店内はパンの良い香りでいっぱいぱい
レジの横には募金箱

ベーカリーキッチンボナペティ（南区東林間3-19-7）
　「お母さんが小さなお子さんに募金させているのをよく見かけます。温かい気持ちが広がりますね。
単にパンを販売するだけでなく、お店を通して、またスタッフが働くことを通して地域社会に携わりた
い、感謝の気持ちを届けたい、役に立ちたいという思いで募金箱を置いています。」と店長の田代さ
んとベーキングスタッフの屋嘉比さん。

スーパーアルプス橋本店（緑区橋本3-3-1）
　「硬貨を数枚入れてくださる方から一
度に数千円募金してくださる方まで、多
くのお客様が協力くださっています。
「地域社会に貢献する」という企業理念
のもと、募金してくださるお客様の気持
ちを大切にしたい、地元のお客様と共に
地域の役に立ちたいと考え、毎年集まっ
た募金と同額を会社から市社協に寄付し
ています。」と店長の
兼岡さん
※市内全店舗（城山店・
塩田店・陽光台店・西
橋本店）でご協力を頂
いています。

えっ！？つくねっすか！？橋本店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（緑区橋本３-２７-１１）

　「お店自慢の焼き鳥とビールで楽しい
ひと時を過ごした後、募金してくださる
お客様がいらっしゃいます。」と店長の渡
辺さん。

※お店の雰囲気に合わせて募金箱を♥
　シールやボールでデコってます(^^)v

クリーニングSHOPフジ（緑区二本松１-２-21）
　「毎回お釣りを募金してくれる
お客さんもいるんです。置くだ
けで手間はかかりません。いっ
ぱいになったら市社協に取りに
来てもらいます。先日は募金を
取りに来てもらっている間に来
られたお客さんに『募金箱ど
こ？』って聞かれ
ましたよ。」と店
長の石原さん

　「毎年アマチュア野球チームのリー
グ戦を主催しています。募金箱は、
試合時にバックネット裏に置いていま
す。グラウンドを借りているカルピス
（株）相模工場から毎回飲料の提供が
あり、感謝の気持ちを福祉に役立て
ようと始めました。グラウンドや仲間
のおかげで、リーグ戦は33回を迎え
ました。初心者から元高校球児まで、
多くの仲間と野球ができる幸せに感
謝して募金していますよ。」

相模原鹿沼球友会

んに『募金箱ど
れ
店

募金箱

愛の募金箱

愛の募金箱
愛の募金箱

愛の募金箱
愛の募金箱

皆様の温かい
気持ちがまちづくりを進めます

椎野さん、会長の井口さん、麻生さん

ご協力ありがとうございます
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シリーズ民生委員・児童委員の活動シリーズ民生委員・児童委員の活動 Vol.1

　子どもからお年寄りまで秋空の下で一つにな
り、大きなキャンパスに向かって墨汁で書描き
に挑戦中です。「○○ちゃん頑張って！」周囲か
らは自然と声援が飛びます。これは高根二丁目
自治会（伊藤勝夫会長）が主催する文化祭のひ
とこま。今年度初めての試みとして開催したこ
の催し物では、参加者全員での生け花挑戦や子
ども達による合唱、高根地区の移り変わりにつ
いて語り合うなど様々なプログラムを用意。参加者の笑顔と笑い声が会場を更に盛
り上げます。

世代間の交流　“皆が知りあい”が目標
　約300世帯で構成されている高根二丁目自
治会では、夏祭りや地区内の清掃、春と秋には
落語家を招いてのお茶会の開催と、様々な活
動に取り組んでいます。高根二丁目自治会の目
標は“子どもからお年寄りまでみんなが知り合
い”。クリスマスには、子ども達が町内8か所の
路地で野外演奏や踊りを披露し、登下校時にお
世話になっている見守り隊の方々やお年寄りの

お宅へ手作りのクリスマスカードをお届けにあがります。文化祭開催の背景には、
自治会の活動を通じて世代を超えた交流を深める工夫の積み重ねがあることがうか
がえます。

地域の絆を強める
　また、このような活発な活動を実施する時には、子どもからお年寄りまで自治会
員一人ひとりのちょっとした力や才能を結集し、大きな力を作り上げていることも特
徴です。その結果が地域の団結心を更に強めているように見受けられます。一人ひ
とりの参加と協力を得ながら、地域の絆を強めるために一歩一歩前に進む足音が高
根二丁目から聞こえてきます。

ともしび大賞 受賞
（神奈川県知事賞）

優秀賞 優秀賞 佳　作 佳　作

“笑顔で暮らしたい” を絵に… このポスターは、
みんなが仲良く
にこにこ笑って暮
らせたらいいなと
思って描きました。
私も誰にでも笑顔
でやさしくできる
人になりたいです。

「ママ友がほしいな」

Vol.11

自治会活動を通じてつくる地域の絆
 ～高根二丁目自治会～

シリーズ 自治会の
支えあい活動

シリーズ 自治会の
支えあい活動

●社会福祉のために

●少年院図書代のために
●高齢者福祉のために

●障害者福祉のために
●交通遺児のために

〔企業・団体〕
●社会福祉のために

●障害者福祉のために
〔個　人〕
●紙おむつ

●福祉機器
●小物・雑貨

●その他

〔企業・団体〕
●雑貨

〔個　人〕
大野南
小　山
大野南
中　央
中　央
大野中
大　沢
中　央
橋　本
光が丘

大野北
大野中
大野北

大野北
光が丘

大野南
橋　本
新　磯
麻　溝
　〝
　〝
清　新
東　林
　〝
大野南
小　山
橋　本
相模台
大野北
小　山
橋　本
麻　溝
相模台
津久井
大野中
大野北
中　央
　〝
相模台
中　央
相模台
中　央
　〝
大　島
大野北
大野中
市　外
津久井
市　外
　〝
東　林
横　山

大野南

東　林

中　央
東　林

大野中

東　林
（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11月1日から12月31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。

寄
付
金

高根地区の移り変わりを語り合う

書描きに挑戦

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

今月の気になる本
ホームヘルパーさん、
　「福祉の心」を大切に
　  ― 憲法２５条実現のために―　
　            赤星俊一/著（あけび書房）

問合せ　保健と福祉のライブラリー（図書室）
　　　　 ※保健と福祉のライブラリーでは本の購入はできません
             電話 042-769-8275　ウェルネスさがみはら1階

　「もっと利用者に寄り添いたい」ホームヘルパーさんの
願いです。でも忙しすぎる。どうしたらいいのでしょう
か？ホームヘルプの歴史、意義、現状から一緒に考えて
みましょう。何をどう改善したらいいのかも提案します。

福舘　和子
佐藤　榮一
一星　　暁
渡辺千賀子
奥森　勝彦
森　　郁代
山口　春哉
上原　茂次
吉田　雅彦
村田百合子
匿名　8件
河本　德一
園部智恵子
吉田　ヤエ
匿名　2件
吉田　　稟
金子　幸輔

財団法人翠葉カルチャーセンター
橋本幼稚園PTA
日本折紙協会相模原支部「夢折紙」
㈱スマイル介護サービス
光明学園相模原高等学校PTA福祉委員会
光明学園相模原高等学校空手道部保護者会
中央労働金庫相模原支店推進幹事会
東林間商店街振興組合
アクト南口一番街商店街振興組合
相模女子大学幼稚部PTA
㈱ア・ドマニー
旭中学校ＰＴＡ
岩元ひろ子歌の縁歌謡教室
社団法人神奈川県エルピーガス協会相模原支部
アストロ電子工業株式会社
クリーニングＳＨＯＰフジ二本松1丁目
神奈川県柔道整復師会相模支部
静雅書道会
むぐら会
相模原市パン菓子工業組合
ビバーチェ共和店
神奈川県土地家屋調査士会相模原支部
（有）ケアスタッフサービス
ゼネラルダンスしんせいグループ
相模原鹿沼球友会
ＫＹＢ労働組合
財団法人相模原法人会　相模原商工会議所
社団法人 スコーレ家庭教育振興協会 相模原グループ
大島観光協会
相模原市ダンススポーツ連盟
株式会社 村内ファニチャーアクセス相模原店
横河電機労働組合
半原信用組合　津久井湖支店
株式会社 スーパーアルプスお客様一同
株式会社 スーパーアルプス
イトーヨーカドー労働組合相模原支部
相模原市民吹奏楽団
匿名　２件
相模原けやきの会

徳長　充三
匿名　１件
匿名　１名
大谷　勝子
川崎　妙子
匿名　１名
松田美奈子
匿名　２名

有限会社ＫＳＪ　ｗakayama

場　　　　　所　あじさい会館　６階　福祉研修室
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
　　　　　　　　※事前に電話で予約をしてください。定員になり次第受付は終了いたし
　　　　　　　　　ます。（相談の内容によっては予約をお断りする場合があります。）
　　　　　　　　※相談は一人１回とさせていただきます。
申込み・問合せ　相模原あんしんセンター　電話 ０４２-７５６-５０３４

書描きに挑戦

世代間の交流　“皆が知り
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世高根地区の移り変わりを語り合う

　生活上の不安や困りごとについて、同じ地域で暮らす住民の立場で手助けするの

が民生委員。児童や子育ての相談に対応する「児童委員」も兼ねており、正式には

「民生委員・児童委員」と言います。どなたでも相談できます。民生委員は相談内

容に応じて適切な福祉サービスや専門機関を紹介します。福祉サービスを利用しな

いこと等によって困りごとが大きな問題となってしまわないよう、身近な相談役、専

門機関とのパイプ役として活動しています。

　民生委員は、民生委員法という法律に定められ、厚生労働大臣から委嘱を受け無

報酬で活動する相談員です。全国で約23万人がおり、１人の１月当たりの平均活動

日数は10.3日（厚生労働省HPより）となっています。相模原市には892名（平成

22年12月1日現在の定数）がおり、22地区ごとに「地区民生委員児童委員協議会」

が組織され、それぞれの地域の住民の課題に応じて、一人暮らしのお年寄りの訪問

などを行っています。また地区社会福祉協議会の活動にもご協力いただいています。

このシリーズでは民生委員・児童委員の役割や活動を紹介します。

お住まいの地域の民生委員にご相談がある場合は、市地域福祉課

（電話 042-769-9222）へ問合せください。

介護保険なら
地域包括支援センターが

窓口ですよ

「お隣のおばあちゃん、
具合が悪いみたい」

地 域 の 身 近 な 相 談 役 で す

民 生 委 員 っ て ？

シリーズ民生委員・児童委員の活動

民生委員

あなたの街の民生委員

「子どもの学費
困ったなぁ」

ヘルパーは
どうすれば
頼めるの？

午後１時２０分～４時
（一人の相談時間は４０分間です）

権利擁護相談のご案内
～弁護士による人権や財産の侵害に関する個別・無料相談～

　相模原あんしんセンターでは、日常生活自立支援事業と成年後見事業（法定後見）も実施し
ています。日常生活自立支援事業では、判断能力が不十分な高齢者や障害のある方のために
福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理等の支援を行います。成年後見事業では市社
協が後見人等となって被後見人等の権利や財産を保護し、生活を支援します。詳細につきまし
ては、お気軽に問合せください。

第１０回
第11回
第12回

１月２７日（木）
２月２４日（木）
３月２４日（木）

相談日（予約制）

ポスターの部門で相模原市内から５名の方が入賞されました！

第31回 ともしびポスター・
第24回 絵本コンテスト
第31回 ともしびポスター・
第24回 絵本コンテスト
第31回 ともしびポスター・
第24回 絵本コンテスト

林田奈々さん
（中野小学校６年）

北原理菜さん
（由野台中学校２年）

熊崎葉月さん
（淵野辺小学校５年）

安川颯斗さん
（大野小学校４年）

柴田光恵さん
（東海大学付属相模高等学校２年)

■神奈川県社協主催

ボランティアグループが
厚生労働大臣表彰を
受賞！

ボランティアグループが
厚生労働大臣表彰を
受賞！

ボランティアグループが
厚生労働大臣表彰を
受賞！
▼シルバー友の会
　昭和59年から永年にわたり、高齢者福祉施設やふれあい・いきいきサロンの  
   支援など高齢者の支援活動に尽力されました。
▼料理サークル人参の会
　昭和59年から永年にわたり、視覚障害者の料理活動の支援など、視覚障害者
　の支援活動に尽力されました。

寄付金の使い道は？
※使い道は高齢者福祉
のため、障害者福祉
のため、交通遺児の
ためなどに指定をす
ることができます。

※多額の寄付をされた
方、永年寄付をされ
た方などを対象に毎
年表彰しています。

※個人の寄付は、確定
申告等によって、所
得税法の「寄付金控
除」を受けることが
できます。法人は、
金額の一部を「損金
算入」することがで
きます。

詳細は
問合せ下さい

広 報 紙（全 市
版・区だより・
目の不自由な
方への点字・
録音版を含む）
を発行

福祉マンガを
発行して福祉
を分かりやすく
PR

市内２２地区社会福祉協議会の行う
地域福祉活動を支援

低所得世帯への生活費の貸付

障害や介護など同じ悩み等を持つ
人たちのグループ活動を助成

福
発
を
P

市民の皆様　市社協　市社協事業の実施　住みやすいまちへ！▲ ▲ ▲

「絵を描くのが好き」と話す熊
崎さん。受賞を聞いてどきど
きしたけれど、とても嬉しかっ
たそうです。

法律相談

車いす、介護ベッド等のレンタル代の補助

永年の活動の功績を讃え、受賞された
2グループに市長から伝達がされました。

皆様からいろいろな方法で寄付をいただいています。貯めた小銭を、誕生日の記念に、バザーやお祭りの売上など
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『男性介護者のつどい』
男もつらいよ  一緒に憂さ晴らし

広　報

　障害児者が行う余暇（スポーツ、外出、レクリエーショ
ン等）をお手伝いするためのボランティア講座。

日　時　2月19日（土）　午後1時30分～4時
会　場　あじさい会館 6階 展示室
内　容　①講話「障害者のレクリエーションと余暇支援」

講師：ふれあいサポート研究所　杉浦忠晃氏
　　　　②余暇支援ボランティア活動紹介　
　　　　　障害者団体等
申込み　ボランティアセンター　☎042-786-6181

はじめてみようボランティアはじめてみようボランティアはじめてみようボランティア
障害児者の余暇を応援するために

日　時　1月29日（土）午後2時～4時
会　場　南保健福祉センター　2階　情報交換ルーム
内　容　お年寄りと同居している男性の方、同じ悩み

を持つ者同士集まりませんか？情報交換の後
には交流会もあります。

対　象　男性・介護経験のある女性
申込み・問合せ　南ボランティアセンター　

☎042-765-7085
主　催　認知症高齢者をかかえる家族の会

「友知草の会」
トモシリソウ　 カイ　

精神保健ボランティア養成講座

日　時　平成23年2月5日（土）～3月5日（土）の
毎週土曜日と体験実習（全6回）、
午後1時30分～3時30分

会　場　市民会館会議室
内　容　心の病を持つ人達に対する正しい理解と手助

けの方法を学びます。
費　用　500円
対　象　市内在住か在勤の人50人(申込順)
申込み・問合せ　ボランティアセンター　

☎042-786-6181
（申込は1月31日（月）まで）

主　催　精神保健ボランティアグループひびき

相模原市障害福祉事業所協会
ふれあい上映会

日　時　平成23年2月19日（土）　
　　　　午後3時～4時30分
会　場　あじさい会館　ホール
内　容　ひとりの自閉症の青年とその周囲の人々がお

りなす心温まるヒューマンドラマ。
費　用　無料
定　員　300人(申込順)
申込み・問合せ　

相模原市障害福祉事業所協会研修委員会　
☎042-749-8881　FAX042-749-8808
担当　澁井（申込はファックスにて）

募集しています！福祉有償運送スタッフ

　高齢者･障害者の買い物や通院などのお手伝
いをする福祉有償運送スタッフを募集。
条　　件　神奈川高齢者生活協同組合に加入した上で

所定の講習2日間を受講し、自分の乗用車
で活動できる方。(65歳位まで)

活動謝礼　100円/Kｍ
問 合 せ　神奈川高齢者生活協同組合相模原支部

（さがみはらケアステーションあやとり内）
☎042-750-7758

べてる講演会｢病むこと　生きること」

日　時　平成23年3月12日(土)午後1時～4時
会　場　相模原南市民ホール
内　容　『｢病むこと　生きること」～べてるの家の歩

みから～』　講師 川村敏明氏(浦河赤十字病院
精神神経科部長)

費　用　一般・前売1000円、当日1300円、
当事者（前売・当日とも）500円

定　員　390人(申込順)
前売券購入方法　

氏名･電話･チケット枚数(一般／当事者別）・
合計金額を記入した用紙をFAXし、事前振込
み。（ゆうちょ銀行口座記号番号
00170-0-727670）

申込み・問合せ　相模原･町田べてるの集い
☎・FAX 042-765-8618

送迎ドライバー募集！

　「福祉有償運送運転者講習」「セダン等運転者講習」
の資格を持つ送迎ドライバーを募集中です。（応募後
に取得も可。）合わせてヘルパー２級資格を持つ方は、
なお歓迎します。「我こそは！」と思われた方、まずは
ご連絡をください。詳細等をご説明します。
問合せ　社団法人相模原市手をつなぐ育成会　 
　　　　☎042-759-4310　担当　寺嶋

人権フォーラム　かながわ２１
「出会い～未来につながるみんなの ‘わ’～」

日　時　1月29日(土)午後1時～5時
会　場　あじさい会館
内　容　障害者の人権啓発活動と、障害への理解促進

による地域社会の「支えあい」推進を目指すフ
ォーラム。 ①パネルディスカッション　テー
マ「暮らしやすい町ってどんな町？」②気管切
開をしながらも声楽家として活躍する青野浩
美さんのコンサート　

費　用　無料
定　員　300名（定員になり次第締切り）
申込み・問合せ　社会福祉法人かながわ共同会法人

事務局企画研修部
☎046-246-0035　担当：丹羽　渡辺

「おかんの会」でおしゃべりしませんか？

　中学生くらいまでの「発達障害」という診断を受けた
お子さん、診断はされてないけど「なんとなく子育てし
づらい子」のママたちが集まって、子育てのことなど気
軽に何でも話せる会。
日　時　1月24日（月）　午前10時～正午
会　場　あじさい会館 5階　福祉団体コーナー
参加費　無料
申　込　不要・直接会場へ
問合せ　ボランティアセンター　☎042-786-6181

相模原市小中学校支援級在籍児童
親の会「わたげ」　参加者募集

日　時　2月14日(月)、3月14日(月)
　　　　午前10時～正午
会　場　南保健福祉センター 2階 情報交換ルーム
内　容　支援級在席児の親達で情報交換をしていま

す。療育や障害、進学、余暇活動のこと一緒
におしゃべりしませんか？お子様連れでの参
加も可能。（保育はありません。）直接会場へ
おこしください。

問合せ　☎080-3151-6620　担当　郡

～賛助会員募集 経過報告～
　「賛助会員」とは、本会の地域福祉推進の趣旨に賛同し、
年会費を納めて支援して下さる市民の方々です。各地区で
募集を行い総額40,997,933円の会費のご支援を頂きま
した。（平成23年1月6日現在）会費は本会と市内22の地
区社会福祉協議会の行う地域福祉事業（※）に使わせていた
だきます。ご協力ありがとうございました。
※お年寄りなどで家事のお手伝い等を必要とする人を有償のボランティアが
　支援するサービスや、ボランティア活動者の登録制度の運営、サロン活動等。
募集にご尽力いただきました自治会、民生委員･児童委員の皆様

ありがとうございました。

Ｑ　募集は断ってはいけないのですか？
Ａ　任意の募集です。市社協の活動にご賛同の方にご協力をお願  
　　いしています。
Ｑ　入会のメリットはありますか？
　　会員、会費なのはどうして？ 
Ａ　入会は、賛同の気持ちを表していただくもので、優待などの
　　メリットはありません。本会は、誰もが「住み慣れた地域で安
　　心して暮らしたい」という願いを叶えるため、地域住民一人ひ
　　とりが地域社会を構成する一員として、福祉のまちづくりに
　　参加することを支援しています。賛助会員募集についても、
　　まちづくりへの参加方法の一つとして、会員同士が地域福祉
　　事業への協力を通して支えあっていただくという趣旨で、会
　　員としています。

〈ご不明な点は問合せください〉
問合せ　総務課　☎０４２-７３０-３８８８

     
    ご協

力ありがとうございました

①地域福祉推進員（募集人数：2名）
業務内容　 地区社会福祉協議会及び地区民生委員児童委員協議 
 会に関する事務、会議や各種事業の企画・実施など。
勤務・賃金　原則、月～金曜日の週５日、午前９時～午後５時
 （１時間の休憩）。土・日曜日・祝日、夜間に勤務する 
 場合もあり。月額240,000円支給。
勤務場所　 緑区役所又は南区役所
応募資格　 地域福祉活動に理解と熱意があり、平成２３年４月 
 １日（金）より勤務可能な人。（要普通自動車免許）
②あんしんセンター生活支援員（募集人数：1名）
業務内容　 高齢者、障害者等で日常的な金銭管理が困難な方へ 
 の生活費のお届けや公共料金等の支払代行等の業務
勤務･賃金　 月・火・水曜日の週3日、午前9時～午後4時（1時 
 間の休憩）　時給840円
勤務場所　 市社協福祉推進課（あじさい会館内）
応募資格　 平成23年4月1日（金）より勤務可能な人
 （要普通自動車免許）
③南ボランティアセンター相談員（募集人数：1名）
業務内容　 ボランティアに関する相談援助及び南ボランティア 
 センターの運営補助業務
勤務･賃金　 ①月～金曜日　午後５時～７時〈１か月に１０日程度〉
　　　　　 ②土・日曜日・祝日　午前9時～午後5時（1時間の 
 　休憩）〈１か月に5日程度〉　時給840円
勤務場所　 市社協南事務所（南保健福祉センター内）
応募資格　 ボランティア活動に理解と熱意があり、平成23年4 
 月1日(金)より勤務可能な人
④あじさい会館事務員（募集人数：1名）
業務内容　 南保健福祉センター内市民利用施設（会議室）の管理 
 運営事務
勤務･賃金　 ①月～金曜日　午後7時～10時〈1か月に10日程度〉
　　　　　 ②土・日曜日・祝日　午後５時～10時
 　〈1か月に5日程度〉　時給840円
応募資格　 平成23年4月1日(金)より勤務可能な人
勤務場所　 市社協南事務所（南保健福祉センター内）

申 込 み　 上記の募集についていずれも市社協各事務所で配付 
 する所定の申込書を①2月3日(木)までに福祉推進課 
 へ郵送（当日消印有効）②2月10日(木)までに福祉推進 
 課へ持参③、④２月10日(木)までに南ボランティア 
 センターへ持参
問 合 せ　 ①、②福祉推進課　　　　　　　電話 042-756-5034
　　　　 ③、④南ボランティアセンター　電話 042-765-7085

★社会福祉協議会関係施設の休館日

○あじさい会館 2月6日（日）
　　　　　　　　  3月7日（月）
○南保健福祉センター（あじさい会館南分室）
 ２月5日（土）・6日（日）

Ｑ 募集は断 は

賛助会費Ｑ＆Ａ

市社協非常勤職員募集




