
ふれあい
サービスって
なに？

　高齢者や障害のある方
などの生活上の困りごと(買
い物、掃除、散歩、話し相
手… )を協力会員が支援す
るサービスです。

本紙は、奇数月20日発行です。

発行　　 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
　　　　　　　　　  市立あじさい会館内
　 042（756）5034　FAX 042（759）4382

社会福祉
法　　人 

Eメール　info@sagamiharashishakyo.or.jp
ホームページ　http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/

第181号

2011年（平成23年）7月20日
「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

自治会に加入しよう！
自治会活動は

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

今月のいいひと 7·8月今月のいいひと 7·8月

相模原市社協市社協ウェブサイト クリック

インタビュー全文はウェブサイトで

　市社会福祉協議会（市社協）は、「地域住民の参加と支えあいによる福祉のまち
づくり」を目指して、様々な福祉事業を展開しています。
　その事業の一つが有料の家事援助サービス「ふれあいサービス」です。

　この「ふれあいサービス」をはじめ、サロン活動や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の財源となっているのが、
賛助会員の皆さまからの会費です。
　賛助会員は、市社協の活動に賛同し、会費を納めてサポートしてくださる
市民や企業の皆さまです。この会費を財源に、市社協は、各種福祉事業の実施
や、市民の皆様が取組む身近な地域の福祉活動を支援しています。

今年度も皆さまの温かいご協力をお願いいたします！
問合せ：総務係　ＴＥＬ042-730-388８

みなさんの温かい気持ちが地域を支える力に…

賛助会員募集中！

利用会員Ｎさんの声
「Oさんは話がおもしろ
いので、毎回楽しく散歩
しています。散歩を始
めて、転ぶことが少なく
なりました。」

協力会員Ｏさんの声
「1.2！1.2！と声をかけ
あいながら、散歩して
います。Ｎさんとは気が
合い、こちらも楽しい
です」

◆一般賛助会員　
　年額（一口）２００円（各世帯）
◆特別賛助会員　
　年額（一口）１,０００円（特に賛同いただける個人）
◆法人賛助会員　
　年額（一口）２０,000円

募集期間は７～ 8月です。
募集につきましては地区社
協を中心に、自治会、民生
委員･児童委員の皆さまにご
協力をいただいております。

がんばれ大船渡！！相模原発ボランティアバス参加者募集
相模原から友好都市大船渡に支えあいの輪を広げよう！
（1） 活 動 日 ①9月  1日（木）～4日（日）　
 ②9月15日（木）～18日（日）
 ③9月29日（木）～10月2日（日）
（2） 活動内容 側溝の土砂上げ、河川清掃、海岸の油取り、家屋の
 片付けなど現地の要望に応じた活動

「みんないいひと」
マスコットキャラクター募集
　あなたの「みんないいひと」をキャラクターにこめて
まちいっぱいに広めませんか？
　「みんないいひと」をテーマに市社協のマスコットキャラクターを大募集！
入賞及び賞品　最優秀賞（１点）賞金50,000円　
　　　　　　　優 秀 賞（２点）賞金   ５,000円

※入賞者が中学生以下の場合は、相当分の図書カードとします。

応募方法》所定の申込用紙に描いて郵送・持参、または電子メールにて送信
応募締切》平成２３年９月２０日（火）　※当日消印有効
応募規定》チラシ・申込用紙（市社協事務所で配布・ウェブサイトからダウンロード可）を
　　　　　　ご確認ください。　問合せ：企画財政係 　電話 042-730-3888

高橋明巖さん
南区東林間在住

　会社人間がボラン
ティアで世の中の広さ
に開眼！「ボランティア
には定年がありません。
状況に応じて生涯に渡
り活動ができ、仲間も
増えます。楽しい活動
がいっぱいですよ。」

稲葉智枝子さん
緑区中野在住

　「ボランティアは誰も
ができる普通の活動。
困りごとを受け止めて、
即行動し、相手の役に
たっているという気持
ちを素直に受け入れる
ことは、自分の喜びや
生きがいにつながって
います。」

「こんな活動しています！」
利用会員のＮさんと協力会員のＯさんは週3回、近所の神社を散歩しています。

詳細は2面へ→
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想いよ届け！“ふれあい七夕カード”

●社会福祉のために

●少年院図書代のために

●交通遺児のために

〔企業・団体〕

●社会福祉のために

〔個　人〕

●雑貨

〔企業・団体〕

●乗用車

●福祉機器

〔個　人〕
小　山

橋　本

大野中

星が丘

大野北

小　山

橋　本

横　山

田　名

大野北

上　溝

市　外

横　山

市　外

橋　本

市　外

（敬称略・順不同）

（敬称略・順不同）

地区名

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23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。  
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今月の気になる本
「水と体の健康学」
  藤田紘一郎　著
　（サイエンス・アイ新書）

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
※保健と福祉のライブラリーでは本の購入はできません

健康管理のカギは「水」にアリ！ 健康を維持す
るために水が果たしている役割と、具体的な
目的や症状別におすすめの水や、体質に合っ
た飲み方、日常への取り入れ方について紹介
しています。熱中症のしくみや対処法もあり、
知って得する情報満載。

佐藤榮一

島崎君子

森　郁代

㝡住広子

匿名　5件

河本　徳一

匿名　4件

エンゼル保育園

ミュージック相模原

相模原市民吹奏楽団

相風さつき会

フルヤ会

ショーホーガン

全国大陶器市振興組合

オムロンレーザーフロント株式会社

相模カラオケ同好会

匿名　1件

匿名　3件

セントラル自動車株式会社

相愛信用組合

（敬称略・順不同）

地区名

大野北

中　央

麻　溝

横　山

〔企業・団体〕

大野北地区社会福祉協議会

（株）ナックコンサルタンツ

麻溝地区社会福祉協議会

相模原市民吹奏楽団

津久井

相模湖

相模湖

橋　本

大野中

　〃

藤　野

大野北

　〃

大　沢

城　山

藤　野

清　新

全　市

相模台

〔個　人〕

角崎　昌子

澤塚　正史

〔企業・団体〕

相模湖地区社会福祉協議会

二本松町内会

由野台2丁目自治会

福）慈恵療育会　理事長・幹部職員

相模原市立藤野中学校生徒会

ＮＰＯ法人パラボラジャパン

ビバーチェ共和店

旭編物（株）

ブルーマウンテン

藤野さつき学園

清新地区社会福祉協議会

相模原市小中学校管理職組合

国際交流グループ　ナマステ

想いよ届け！“ふれあい七夕カード”
～地域でつながるふれあいの輪～

　７月７日の七夕の日に、「ふれあい給食サービス」
の利用者の皆様のもとに、地域の保育園児が作った
“ふれあい七夕カード”をお届けしました。カードには
子ども達からのイラストやメッセージが色とりどりに
描かれています。
　給食サービスは、ひとり暮らしの高齢者の方々に、
老人ホームなどで調理された給食を「配食協力員」と呼ばれる市民の協力者がお届け
するサービス。

　「いつまでも元気でいてね。」とたけのうち保育園の桑原
亜希ちゃんと、佐藤優衣ちゃん。カードを受け取った方か
らは「自分の子どもの頃を思い出して、とても懐かしい気
持ちになりました。いつまでも眺めていたいです。」という
喜びの声が寄せられています。様々な世代が共に暮らす地
域の中で、１枚のカードがふれあいの輪を作りました。　

問合せ　在宅福祉係　電話 042-756-5034

がんばれ大船渡!!
相模原発ボランティアバス参加者募集
(3)オリエンテーション（必ずどちらかに参加）　会場あじさい会館
　 ①8月26日（金）　午後7時～8時　②8月27日（土）　午前10時～11時　 
(4)スケジュール 
 1日目　午後7時30分集合・車中泊　　2日目　終日活動・宿泊 
 3日目　終日活動・午後８時頃現地発・車中泊
 4日目　午前６時到着後解散
(5) 応募条件　
 ①相模原市在住・在勤・在学で18歳以上の健康な方
 ②出発前までに、ボランティア活動保険天災タイプに加入すること
（6）参加費　10,000円【宿泊費、食費（5食分）、入浴料、交通費の一部】
　　　　　　※送迎バス、宿泊場所、食事の手配は市社協が行います
(7) 申　込　
 8月8日（月）午後5時までに①名前②住所③電話番号④性別⑤年齢⑥希望する 
 活動日とオリエンテーションを明記の上、FAXかEメールにて送信　
 ※各回定員20名（抽選）  
(8)問合せ　市社協　電話 ０４２-７５６-５０３４　FAX ０４２-７５９-４３８２　
 Eメール　tiiki@sagamiharashishakyo.or.jp

　自治会、地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会をはじめとした様々な団体と連携を図りながら、「地域住民の参加と支えあいによる福祉のまちづくり」の実
現に向けた取り組みを進めました。22年度は法人後見活動の実施等新たな活動にも着手いたしました。

平成22年度  決算の概要

＊事前に電話で予約をしてください。（定員になり次第、予約を終了します。）
＊相談は一人1回とさせていただきます。

弁護士による権利擁護相談
～人権や財産等の権利擁護に関する個別相談～

午後１時２０分～４時
（相談時間は一人４０分間です）

8月25日（木）

9月22日（木）

相談日時（予約制）

法律相談場　　　　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

申込み・問合せ　あんしんセンター係　電話 042-756-5034

無料

皆さまの声をお聞かせください
～市社協の苦情相談・解決体制～

　市社協の事業やサービス等に関する市民の皆さまからの苦情や要望等を
受付け、解決や改善を図るための体制整備を行っています。
　平成22年度には、合計41件のご要望をいただき、改善を進めています。

〈平成22年度の主な事業の苦情・要望等相談件数〉
　　　　　・ひとり暮らし高齢者等給食サービス関連　21件　　
　　　　　・共同募金募集関連　　　　　　　　　　　4件
　　　　　・賛助会員募集関連　　　　　　　　　　　3件
　　　　　・その他　　　　　　　　　　　　　　 13件

　苦情・要望に対する知識や中立性を持った「苦情解決第三者委員」を設
置し、苦情・要望等への対応に関する助言等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　総務係　電話 042-730-3888

新役員・評議員の紹介
　市社協では、より充実した地域福祉の展開と安定した経営を目指し、役員・評議
員体制の見直しを行いました。理事及び評議員には新たに医療や労働・経済関係か
ら幅広く参画いただくとともに、監事には会計に精通した専門の方に就任いただき
ました。

　 氏　名
熊谷　達男
宮内　　眞
内田　久元
野中　敬一
中島　千尋
仲川　邦廣
小野沢良雄
佐藤　彰夫
平林　　清
岡田　茂利
坂本　堯則
金子　匡甫
小嶋　　浩
溝口　正裕
久保田　昇
磯　　隆司
大島　　彰
阿部　文雄
長谷川久清
石川壽々子
井上　　節
土田恵津子
長森　知尚
鎭守　健一
小林　艶子
曽我　幸央
野村　知子
矢島　義明
中島　道子
佐藤　浩三
柿沢　正史

　　　　　 所　属
城山地区社会福祉協議会
藤野地区社会福祉協議会
清新地区社会福祉協議会
星が丘地区社会福祉協議会
大野南地区社会福祉協議会
麻溝地区社会福祉協議会
津久井地区自治会連合会
清新地区自治会連合会
光が丘地区自治会連合会
新磯地区自治会連合会
相模台地区自治会連合会
東林地区自治会連合会
城山地区民生委員児童委員協議会
相模湖地区民生委員児童委員協議会
小山地区民生委員児童委員協議会
上溝地区民生委員児童委員協議会
大野中地区民生委員児童委員協議会
東林地区民生委員児童委員協議会
パラボラ相模原
市地域婦人団体連絡協議会
旭ヶ丘特別養護老人ホーム
友知草の会
地域活動支援センターありす工房
市手をつなぐ育成会
城山西部保育園
中心子どもの家
桜美林大学
市産業振興財団
市公立小中学校長会
市企画市民局市民部
市健康福祉局福祉部

　 氏　名
今井　俊昭
神﨑　利秋
大久保幸男
田所　洋子
岩崎　　泉
赤間　芳子
小磯　英次
黒河内三郎
座間　　進
石原　　亘
篠崎　正義

　　　　所　属
津久井地区社会福祉協議会
大野北地区社会福祉協議会
大野中地区社会福祉協議会
市青少年相談員協議会
特別養護老人ホーム はあとぴあ
知的障害者更生施設 たんぽぽの家
たけのうち保育園
市病院協会
相模原商工会議所
ハローワーク相模原
市健康福祉局

◆理　事

◆評議員

　 氏　名
益田　國貴
鈴木　敏彦

　　　　所　属
益田國貴税理士事務所
和泉短期大学

◆監　事

　 氏　名
石井　元ニ
田所　昌訓
原　　裕子

　　　　所　属
橋本地区社会福祉協議会
田名地区自治会連合会
相模台地区民生委員児童委員協議会

◆副会長

　 氏　名
戸塚　英明

　　　　所　属
市社会福祉協議会常務理事兼任

◆会　長

成年後見制度についての“出前説明会”
　地域で行われる成年後見制度についての勉強会などに職員が出向いて説
明を行っています。
　グループでの勉強会なら、講演会などでは質問しづらいことも気軽に質
問でき、制度の理解を深めることができます。
　詳細については、下記までお問い合わせください。

2.半額ずつを「被災者への義援金」と、「被災者を支援する
　ボランティア・ＮＰＯ団体の活動支援費」とする募金
　86件　13,581,024円（平成23年6月30日現在）
　（１）義援金として　6,790,512円
　（２）ボランティア・ＮＰＯ団体の活動支援費として　6,790,512円

　東日本大震災により被災されました皆様には心よりお見舞い申し上げます。
　復興に向けて長期的に被災者や被災者を支える活動を支援していくためには多くの
資金が必要となります。今後も継続的な支援をどうぞよろしくお願いいたします。

　市社協では、募金の使い道によって、２つの内容の募金を募集しています。
どちらの募金も中央共同募金会を通じて被災地支援に使われます。
　平成23年3月17日から6月30日までに以下の金額を受け付けしました。
　高額の寄付をいただいた方をご紹介します。
1.全額を「被災者への義援金」とする募金
　15件　760,043円（平成23年6月30日現在）

東日本大震災被災地支援募金ありがとうございました！

収入　２，２２３,４４２千円 支出　２,１６２,６４５千円
会費・寄付金・共同募金配分金

９８,５８３千円（４％）
市民の皆様からの賛助会費や寄
付金、赤い羽根募金の配分金など

補助金・受託金
８２４,６０３千円（３７％）

市・県社協からの事業を行うた
めの補助金、受託金

事業収入
１５０,１５９千円（７％）

各種サービスの利用料、自販機
手数料など

その他
１,１５０,０９７千円（５２％）
借入金収入、預金利子、前期末
支払い資金残高など

各種福祉事業の実施
４26,266千円（20％）

高齢者を対象とした在宅福祉
サービスの実施や子育て支援事
業、高齢者や障害者の日常生活
支援・権利擁護に向けた取組
み、生活困難者への資金貸し付
けなど

住民の福祉活動の充実に向けて
１４５,７１５千円（７％）

市内22地区にある地区社会福
祉協議会活動に対する支援やボ
ランティアセンターの運営など

民間福祉施設建設資金貸付事業
９６２,１７７千円（４４％）

民間社会福祉施設の建設資金等
の貸付及び償還の管理を実施

あじさい会館等の運営
１２９，８４３千円（６％）

あじさい会館、保健と福祉のラ
イブラリー、福祉機器展示室、
ふれあいデイホームの運営

平成２２年度
一般会計・特別会計の収支決算（概要）

　会　計

一般会計

　　公益事業

　　収益事業

　 合　計

収 入 　

２,０４５,２５９

１５３,８４１

２４,３４２

２,２２３,４４２

支 出 　

１,９９３,３３４

１４７,３８０

２１,９３１

２,１６２,６４５

特
別
会
計

貸借対照表

　　 資産の部

２,４６７,２８２
現金・預貯金・未収金
基本財産
固定資産　基金　等

合　計　２,４６７,２８２

　　 負債の部　

１,４０２,９７１
未払金・預り金・
買掛金　等

　  純資産の部　

１,０６４,３１１
基本金・基金・
積立金・次期繰越
活動収支差額等

合　計　２,４６７,２８２

※単位は全て千円（　）内は構成割合

（単位：千円）

（単位：千円）

新会長就任のごあいさつ
　会長に就任いたしました戸塚でございます。
　地区社会福祉協議会や自治会、民生委員児童委員協議会をはじめとする地域
団体の皆様には、日頃から、本会の運営に対しまして、ご支援・ご協力をいただ
き深く感謝申し上げます。
　また、市民の皆様におかれましては、本会の賛助会員の募集や共同募金運動
などにつきまして、ご理解・ご支援をいただき心よりお礼申し上げます。
　地域福祉の充実に向けて、微力ではございますが、鋭意努力して参る所存で
ございますので、本会へのより一層のご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお
願い申し上げます。

（1面続き）

その他
498,644千円（23％)

市社協運営費、広報紙の発行、
年末たすけあい配分金事業など
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ハンドメイドショップ「バオバブ」
大感謝祭

★社会福祉協議会関係施設の休館日

7月25日（月）～8月6日（土）
あじさい会館１階　バオバブ店内
日頃の御愛顧に感謝して、全商品１割引の感
謝祭を実施します。無添加お菓子類や１点物
の小物アクセサリーなど、皆様をお待ちしてお
ります。
042-757-6772

￥

￥

￥

☎

7月30日(土) ～ 9月3日(土)　
毎週土曜日　全6回
はあとぴあ市民交流センター（中央区清新7-4-1）
3,000円
傾聴とは何かを学び地域活動やコミュニケー
ションに活かす講座
往復はがきに住所・氏名・年齢・電話番号を
明記の上〒252-0236中央区富士見6-1-20
ボランティアセンター内「傾聴ボランティアの
会相模原」まで　7月25日（月）必着
090-8080-4063　担当　瀧川

傾聴ボランティア養成講座
傾聴を学ぶ講座

☎

☎

☎

パステルファーム納涼祭

9月17日（土）午後1時～７時30分頃
パステルファームワーキングセンター
（中央区田名5012-5）
盆踊りや音楽ステージ、おいしい模擬店あり
のお祭り。ボランティアさんには当日法被（貸
出します）を着ていただき、準備・片付け・
販売補助・利用者対応といった活動をしてい
ただきます。
9月9日（金）まで　定員：10～15人
042-760-3170　担当　遠藤

手話サークル春風

毎週火曜日(第3除）　午後7時～9時
手話の学習　初心者・経験者とも大歓迎です
大野北公民館
問合せください
080-1040-0416　担当　渡辺

べてるの家の
｢当事者研究実践講座iｎ町田」

9月17日(土)　午前10時30分～午後4時30分
町田市民ホール第4会議室
講師　向谷地生良氏（北海道医療大学 教授）
午前の部　「当事者研究経験交流会」
午後の部　｢ホームレス経験を持つ当事者に　
　　　　　 学ぶ当事者研究」
※午前・午後のどちらかの参加は当事者500
　円・一般 3,000円　※午前・午後とも参
　加は当事者 500円・一般 5,000円
・ＦＡＸ　042-765-8618
相模原・町田べてるの集い　

☎

第33回相模湖・ダム建設　殉職者合同追悼会及び
相模ダム建設資料展示会

追悼会　7月31日(日)午後1時開場、1時30分開式
県立相模湖交流センター多目的ホール
展示会　7月30日(土) ～ 8月6日(土)、
　　　　午前9時30分～午後5時
市立相模湖記念館(交流センター2階) 
042-684-3514　追悼会事務局　太田　☎

縁ＪＯＹ　夏祭り

9月3日（土）　午前11時30分～午後3時
特別養護老人ホーム縁ＪＯＹ敷地内
（中央区田名7691‐1）
模擬店・アトラクションなど
申込不要・直接会場へ
０４２-７６４-１１１０　担当　金子☎

申

申

申
あじさい会館　　8月7日（日）
　　　　　　　9月1７日（土）

￥

￥

非常勤職員募集
地域活動支援センター生きがいホームこすもす

障害のある方の日中活動支援
時給820円～
勤務時間　午前9時～午後4時
　　　　　（応相談・経験不問）
中央区緑ヶ丘1-34-29
042-750-5135　担当　佐藤☎

☎

☎

☎

◆定　員　各会場20名　　　◆費用　無料　
◆申込み　①ボランティアセンター　  042-786-6181
　　　　　②南ボランティアセンター  042-765-7085

ボランティア活動を始めたいと思っている方のために
　　 ボランティアセミナー

ほかほかふれあいフェスタ2011
作詞・作曲者を募集します
10月15日（土）に開催する「ほかほかふれあいフェスタ2011」で発表します。
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20日（土）　相模原ボランティア協会　
・ＦＡＸ 042-759-7982
当日お手伝いしてくださるボランティアも募集しています！

問申
￥

☎
？日時

申込 問い合わせ TEL
場所 金額 対象 内容

①８月4日(木)　
　午前10時～正午 
②9月5日(月）　
　午後1時30分～3時30分

あじさい会館

南保健福祉
　センター

ボランティアとしての
基礎知識と実際の
活動紹介

日　時 場　所 内　容

昨年大好評
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はかる講座や
家庭の中で役立つ介護術等を学ぶ講座を開催します。

家族で楽しむ
心ぽっかぽかコンサート

(東日本大震災復興支援）
　市立あじさい会館では、東日本大震災の復興を支援
するため、ピアノとギター演奏によるファミリーコン
サートを実施します。このコンサートでは、入場料の
全額を中央共同募金会に寄付します。

　 8月27日（土）　午後4時開場　4時30分開演　　 
　 出演・内容：  
　 1）ピアノ演奏　太田太郎氏　
　　   ショパンワルツ第１０番等 　
　 2）ギター　池田宏里氏　ロドリーゴ　
　　　アランフェス協奏曲等
大人 1,000円　子ども（中学生以下）　500円

※チケットは、7月15日（金）～8月26日（金）、
　あじさい会館管理事務室、あじさい会館南分室
　（南保健福祉センター）で販売。  
※0歳のお子様からご鑑賞いただけます。小さなお子
　様でも一人１枚のチケットが必要です。

　 あじさい会館 管理事務室　042-759-3963
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
て学習します。昨年度に引き続き実施します。

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
うはかるか、ということについて学びます。

ママと赤ちゃんとマッサージを通してコミュニケーショ
ンを図るという画期的な方法を学びます。

第2・3和室

第2・3和室

大和室

日本ベビーサイン認定

堀江　愛子氏

ロイヤルセラピスト協会

加藤あゆみ氏

金　　雄一氏

           第3回　夏休み         講座開催！！           第3回　夏休み         講座開催！！
に ミ ケ をはをケミに

        

古武術に学ぶ
介護術
～中級編～

楽しい子育て
ベビーマッサージ

ベビーサインと
手づくり

おもちゃの世界

8月21日（日）
午前10時15分～

正午

8月22日（月）
午前10時30分～
11時30分

8月25日（木）
午前10時30分～
0時30分

20組

15組

20名

1

Ｎｏ.

2

3

講座名 講座内容日　時 会　場 講　師定員

①会　　場　市立あじさい会館（中央区富士見6-1-20）
②参 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。
③申し込み　必ず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、郵送にて申込みください。
　　　　　　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(8月12日(金)消印有効)　応募者多数の場合抽選
問 合 せ　　 あじさい会館 管理事務室　042-759-3963

　  続けよう！東日本大震災復興支援
身近な地域でチャリティバザー　相模湖ボランティア連絡会
　５月２２日（日）小原の郷（緑区小
原）の青空市で開催。当日はボラン
ティアグループ６団体、約２０名が参
加し、訪れた方々に協力を呼びかけ
ました。バザーの収益金の一部と当
日募金箱にいただいた義援金は共同
募金会・商工会を通じて被災地に届
けられます。

売る人も買う人も品物を提供してくれた人も“ボランティア”

シリーズ

柔道整復師
（古武術介護 研究家）




