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2011年（平成23年）11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。
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。

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・ＦＡＸ 042-753-3419

ホームページ hｔｔp://www.sagamihara-jichiren.jp/

今月のいいひと 11·12月今月のいいひと 11·12月

相模原市社協 クリック

インタビュー全文はホームページで

相模大野駅
(左から)

坂井選手･渡辺選手
八田選手･井上選手

小田急相模原駅
(左から)
齋藤選手･山形選手
金澤選手･萩原選手
奥山選手

～募金の輪が地域で
　広がりました！～

ありがとう
メッセージ
ありがとう
メッセージ

　今年も12月1日から「年末たすけあい募金」
が始まります。
　皆さまの善意は、市内のねたきり高齢者、要援
護世帯への激励品や援護金の支給の他、障害者
地域作業所や認定保育室等福祉施設への備品購
入や事業活動等に役立てられます。

問合せ　県共同募金会相模原市支会
　　　　（市社協　総務課）
電　話　０４２-７３０-３８８８

小川　紀江さん
中央区陽光台在住

　「ボランティアって、
自分が相手にできること
よりも、相手が自分に与
えてくれることの方が
ずっと多いんです。一つ
一つの活動が私にとって
大切な時間。そのことに
感謝して、今後も取り組
んでいきたいと思いま
す。」

赤城喜久代さん
中央区矢部新町在住

　平成3年から赤い羽根
共同募金の街頭募金活動
に協力。「私たちは日頃地
域の皆さんに助けられる
ことが多いので、障害が
あっても社会に役に立つ
ことをしたいと考え、でき
ることを行っています。」

　10月1日から実施している赤い羽根共同募
金。多くの方々のご協力により、各地域で街頭
募金を行いました。
　サッカークラブチームSC相模原の選手の皆さ
んも駅頭で協力の呼びかけを行いました。募金
にご協力いただきました皆さまありがとうござい
ました。

12月1日～12月31日

　昨年の助成金で、絵本と
おも

ちゃを購入しました。子ども
たち

は大喜びで、絵本もおもち
ゃも

毎日大活躍しています。募
金を

していただいた皆さま、ど
うも

ありがとうございました。
あいあい保育園

年末たすけあい募金に
ご協力をお願いします！

　このキャラクターは「みんないいひと」を
テーマに募集し、全国から集まった作品の
中から決定しました。
　今後、市民の皆様が、本会の活動やボラ
ンティア活動に親しみを持っていただけるよ
うに、PR活動をしていきます。
　子どもからお年寄りまで、親しみやすい
名前をつけてください。

入賞及び賞金 優秀賞(１点)賞金　１0,000円
 ※応募者の中から抽選で10名にキャラクターグッズを進呈
 ※入賞者が中学生以下の場合は、相当分の図書カード
応 募 資 格 相模原市在住・在学・在勤の方
応 募 方 法 ハガキ・FAX・電子メール・ホームページで応募。名前とその 
 理由・エピソード、氏名、住所、電話番号、職業・学校を明記
締　　　　切 １２月２８日（水）必着
そ　の　他 詳細はホームページまたは各事務所にあるチラシをご覧
 ください。

    マスコットキャラクター 募集結果
〈応募者内訳〉応募作品 323件（内市内在住143名　その他・不明 180名）

問合せ　企画財政係　電話 042-730-3888
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本山清数さん
（兵庫県神戸市）

金津　博さん
（新潟県上越市）

ナラハラマサヤさん
（鹿児島県南九州市）

たくさんのご応募ありがとうございました！

作者コメント

　秋竜山先生による“みんないいひと”の詩からイ
メージを膨らませ、おじいちゃんのように見え
て、おばあちゃんのようにも、そしておかあちゃ
んのようにも、おとうとのようにも　見える。
そんな温かなキャラクターをと制作しました。
　頭の上には、一人ひとりがみんな国王だと
いう「みんないいひと」の国の王冠を被ってい
ます。



寄
付
物
品

　受賞者の横顔　
　永年にわたり、障害者や高齢者の支援をされ、今大会において「特別表彰」を受賞された
ボランティアグループの活動をご紹介します。

　市内では、多くの方々がボランティアグループや個人のボランティアとして活動しています。
ボランティアに関する問合せ　ボランティアセンター　電話 042-786-6181

　昭和59年の設立以来、視覚障害者とボランティアがとも
に料理教室の企画や運営をされ、生活の向上や社会参加の
促進に大きく貢献されました。
　「参加者の方々の年齢や好みに合わせ、料理の種類などを
工夫しています。おいしいと言っていただいた時などはすご
く嬉しいです。」と代表の佐藤さん。

〔個　人〕
小　山

市　外

光が丘

大野中

清　新

大野北

大野南

光が丘

市　外

大野北

麻　溝

中　央

　〝

光が丘

大野中

大野南

大野北

大野中

清　新

東　林

麻　溝

相模台

（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23年9月1日から10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。  
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　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）へお問い合わせください。

連絡会で課題検討今月の気になる本
『「障がいをもつ子の育て方」が
　よくわかる本』　
  川岸恵子／著（現代書林）
　障がいを持つ子どもの親として、迷いや悩みで孤立せず、安心して子育てできるため
のアドバイスが満載。子どもがひとりの人間として、地域で暮らしていくための、就学準
備から、学校生活、社会参加、自立に向けての心強い一冊。

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
　　　　 ※ホームページで、保健･福祉･医療分野の本を紹介しています。

や悩みで孤立せず

料理サークル 人参の会

　昭和60年の設立以来、市内にある高齢者福祉施設の支援
活動や地域のふれあい・いきいきサロン活動などに協力さ
れ、高齢者の生活の向上や介護予防に大きく貢献されました。
　「会員が高齢者との交流などの活動に参加し、心身ともに
磨かれ、若さを発揮しています。高齢者の方々に喜んでい
ただくことが励みになります。」と代表の尾野さん。

シルバー 友の会

平成23年3月17日から10月31日までに以下の金額を受け付けしました。 
1.全額を「被災者への義援金」とする募金　 39件　 1,298,097円
2.半額ずつを「被災者への義援金」と、「被災者を支援する災害ボランティア・
　 ＮＰＯ団体の活動支援費」とする募金　 97件　15,241,732円
　（１）義援金として　 7,620,866円
　（２）ボランティア・ＮＰＯ団体の活動支援費として　 7,620,866円
　※募金の配分、災害ボランティア・ＮＰＯ団体に対する助成状況については、 

　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。
今後も継続的な支援をよろしくお願いいたします。 

あじさい会館主催　東日本大震災復興支援コンサート
　８月27日(土)に開催したコンサートの入場料、当日寄せられた募金全額を中央
共同募金会に寄付しました。ご協力ありがとうございました。

入場料 90,000円　　募　金　7,818円

東日本大震災被災地支援募金
ありがとうございました！

東日本大震災被災地支援募金
ありがとうございました！

東日本大震災被災地支援募金
ありがとうございました！

中央共同募金会 クリック中央共同募金会ホームページをご覧ください。

募金のお礼

生活福祉資金貸付制度のご案内
　所得が一定以下で、他から貸付を受けることが難しい世帯のご相談を、お受けしています。

◤総合支援資金◢
　　失業などにより生活の維持が困難になった世帯へ生活費及び必要な資金の貸付をしてい
　ます。
　●生活支援費･･･生活再建に向けて就職活動を行う間の生活費

◤教育支援資金◢
　　高等学校・高等専門学校・短期大学・大学などへの進学や通学に必要な資金の貸付を
　しています。

◎資金貸付には、神奈川県社会福祉協議会による審査があります。
　また、資金種類により、貸付要件等が異なりますので、詳しくはお問合せください。
　問合せ　在宅福祉係　電話 042-756-5034

　◎パンフレットは市社協の窓口で配布しています。またホームページでも紹介しています。

◆知的に障害のある一人娘の親亡き後が心配…
◆認知症の母親名義の自宅が売却できない…
◆意識不明で入院中の母親名義の預金が引き出せない…

＊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。

午後１時２０分～４時
（相談時間は一人４０分間です）

12月22日（木）

平成２４年　1月26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

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～

成年後見制度のパンフレット完成!!

教育支援費
（月額上限額）

就学支度費
（入学時のみ該当)

高等学校
専修学校
（高等課程）

35,000円

短期大学
専修学校
（専門課程）

60,000円

高等専門学校

60,000円

500,000円

大学

65,000円

複数人世帯
単 身 世 帯

月額　200,000円以内の必要額
月額　150,000円以内の必要額

貸付限度額

※初期貸付は6ヶ月以内を
　目安とします。

娘の私がい
れば

大丈夫だと

思っていた
けど…

親族でも成年後見人等にならないと大切な契約ができないのね…

　11月５日(土)に社会福祉大会を開催し、第1部では地域福祉活動に活躍された
方々などを表彰しました。第2部では「元気の出る音楽会」として、楓響ウインド
オーケストラの演奏によるコンサートを行い、お子様など皆さんで一緒にお楽しみ
いただきました。

ふうきょう

12月3日（土）～9日（金）は
『障害者週間』です。
　福祉について理解を深めるとともに、障害者があらゆる分野の活動に
積極的に参加する意欲を高めることを目的に、国際障害者デーの12月
３日から障害者の権利宣言が採択された１２月９日までの１週間を障害者
週間と定めています。

～あじさい会館1階ロビーでパネルを展示します～
障害者週間の啓発とかながわの県民運動である「ともしび運動」の紹介

をパネル展示等で行います。

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.5

孤 立 と 孤 独 を な く す 運 動 と サ ロ ン活 動

見 守 り や 声 か け で 、 安 心 の ま ち づ く り を 応 援

シリーズ民生委員・児童委員の活動

今回は、民生委員・児童委員が取り組む
地域福祉活動をご紹介します。

　高齢者や子育て中の親子の孤独感の解消や仲
間作りを目的としたふれあい・いきいきサロン。
地域の住民同士の支えあい活動として、公民館
や自治会館などを会場に月１回程度、市内約
230ヶ所で開催されています。
　田名地区のサロンの一つである「えんがわ」は、
発案者である民生委員の自宅を会場に開催して
います。個人宅というアットホームな雰囲気の
中で、高齢者の方々が和気あいあいとおしゃべりに興じたり、畑の落花生を収穫
したり、また民生委員から生活に役立つ「防犯の心得」や「福祉サービスの利用の
仕方」などの情報提供をしています。

　地域からの孤立をなくすためには、サロンのような交流の場に参加するだけで
なく、近隣による見守りも重要な取り組みの一つです。
　麻溝地区では、民生委員が地区の社会福祉協議会、自治会連合会、老人クラブ
連合会と連携して「“いいまち　あさみぞ”安心見守りプロジェクト」と銘打った見
守り活動を検討しています。隣近所の方々が、普段のお付き合いの中で、“あ
れっ ”“おやっ ”と気付いた高齢者のちょっとした様子の変化を、関係者につなげ
ていく「ゆるやかな」見守り方法が考えられています。検討の中で、隣近所の方
からの「本人に直接声をかけるのが難しい」、「専門機関につなげた方が良いので
は」という声に応え、民生委員には高齢者本人と近隣住民や関係機関を結びつけ
る橋渡しの役割が期待されています。
　このように民生委員は、高齢者などの相談に個別に応じるだけでなく、サロン
や見守り活動など地域全体で取り組む福祉活動にも積極的に取り組んでいます。

　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　ＦＡＸ 042-759-4395）へ

落花生を収穫する「えんがわ」
のみなさん
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第４２回 相模原市社会福祉大会
市民みんないいひとの日
【表彰の部】………………………………………………………………………
■ 社会福祉活動推進功労者
◎特別表彰　
　次の方は、永年ボランティア活動に取り組み、地域福祉の向上に大きく貢献されました。
料理サークル人参の会、シルバー友の会
　次の方は、市社協役員として、社会福祉の進展に大きく貢献されました。
内田昭和、吉本一夫
◎一般表彰　
　次の方は、地区社協や地域のボランティア活動を通して、または施設職員として地域福祉
　の向上に貢献されました。
金山勝郎、吉井潔、木崎己何、吉村藤臣、遠藤千秋、篠塚正子、佐藤美代志、井上ヨシ
エ、高﨑ソノ子、山岸まさ子、ラベンダーの会、名倉婦人会夢くらぶ、武井弘吉、大谷久
助、重本和子、井川三郎、篠崎舜二、篠崎好男、小林功、星ヶ丘二葉園、神奈川県畳工業
協同組合相模原支部、光が丘地区交通安全母の会、柿田明男、坂巻克正、安齋恒治、野口
道生、石川壽々子、鈴木京子、照井加津美、藏本智江子、辻政雄、小林洋、池田重子、小
山日出野、ボランティア和泉、矢沢静雄、中川新一、村田充穂、今井眞理子、三浦たみ子、
中村洋子、渋谷正、有泉健一、荒井宣和、關山長成、仲川　廣、政木進、中村吉和、今野
豊日子、髙橋孝雄、サロンお茶べり会、さわやかサロンひまわり、古田雅子、三浦啓枝、澤
田久男、草薙薫子、阿部文雄、相模原グリーンライオンズクラブ、相模台男性ボランティア、
大関一彦、大関幹江、松原和子、齋藤昭、今山けい子、兼子久美子、力石邦子、武井イセ
子、菅原茂浩、石関清美、篠島紀子、成田鏡子、西田紀子、三十尾幸子、平野法子、寺井
かをる、江成千枝、永田正子、高木伸子、藤田和子、小川紀江、宮本三喜男、栗山久仁
子、菊地博、佐藤サエ、星﨑七世、星﨑美和、斎藤恒夫、大貫かつ子、齋藤昭子、荻野歌
子、目黒久子、関戸庸子、岩﨑秀雄、好平邦輔、川井田和枝、金田茂雄、落合和雄、栄家
千代子、古戸節子、五味勝代、小野寺節子、北村幸子、鈴木澄子、土谷美恵子、平川英
美、横井和子、角田壽美江、小原勝子、小林巳代子、楠田千代子、飛世直、小林典子、池
野政子、鈴木節子、岡田敦子、後藤恒康、百本茂、林テルエ、新海エイコ、水落栄吉、パ
ラボラ相模原、田方朗子、林泰徳、舘岡恵美子、萱千穂、山田美紀子、藤井直樹、小野澤
和美、黒木宣行

【感謝の部】………………………………………………………………………
■ 多年・多額寄付金協力者　
　 次の方は多年にわたり多額の寄付を続けられ、社会福祉の向上に貢献されました。
荒井雅子、小田急相模原アクト南口一番街商店街振興組合、北里大学東病院、(社)スコーレ
家庭教育振興協会相模原スクール、むぐら会
■ 多年寄付金協力者　
　 次の方は、永年にわたり寄付を続けられ、社会福祉の向上に貢献されました。
グリーンハイツ婦人会、車椅子社交ダンス普及会相模原支部、(株)スマイル介護サービス、
相風さつき会、村田百合子
■ 多額寄付金協力者　
　 次の方は、平成22年8月から平成23年7月の間に多額の寄付をされ社会福祉の向上に
　 貢献されました。
(株)ア・ドマニー、青葉地区自治会連合会親睦ゴルフ大会、石沢昇、奥森勝彦、(株)河本総
合防災、神奈川土建一般労働組合相模原支部、(社)神奈川県エルピーガス協会相模原支部、
(社)神奈川県柔道整復師会相模支部、キャタピラージャパン労働組合相模地区アクティブ
ハート、(株)広和産業・(有)コーワ、阪本清作、相模大野建設組合エルダーズ、明るい社会
づくり運動相模原けやきの会、相模原市ダンススポーツ連盟、セントラル自動車労働組合、
当麻山無量光寺、濱田泰之、（株）ブライト、水谷京子、持田勉、　住広子、山口春哉、神
奈川県生命保険協会町田ブロック会、全国大陶器市振興組合、(株)スーパーアルプス、(株)
スーパーアルプスお客様一同、KYB労働組合、相模カラオケ同好会、セレモニーホール
永田屋、持田美恵子
■ 多額寄付物品協力者　
　 次の方は、平成22年8月から平成23年7月の間に多額の物品を寄付され社会福祉の　 
　 向上に貢献されました。
（社）神奈川県映画教育協会、グローブライド(株)、源悟山顕正寺、コロムビア星有子、相模
原沖縄県人会、相模原南遊技場組合、セントラル自動車(株)、 相愛信用組合、第一生命保険
(株)町田支社・第一生命労働組合町田支部、(株)ヌマヤ相模原店、公益財団法人 宮ヶ瀬ダ
ム周辺振興財団、(株)村内ファニチャーアクセス　　　　　　
■ 多年法人賛助会員協力者　
　 次の方は、永年にわたり法人賛助会員として協力をされ、社会福祉の向上に貢献され　 
　 ました。
ユニオンマシナリ(株)、菊屋浦上商事(株)
■ 多額法人賛助会員協力者　
　 次の方は、平成22年度法人賛助会員として多額の協力をされ、社会福祉の向上に
　 貢献されました。
原　　武
■ 市社協事業協力者　
　 次の方は、永年にわたり本会事業協力者として活動され、地域福祉の向上に貢献されました。
厚美千鶴子、内藤淳子、山田町子、田留貞子、三澤八江子、村上輝子、石井八重子、向井
陽子、佐藤朱実、島田鮎子、一本鎗知代子、武藤一子、青柳厚子、井上佳子、石黒クニ
エ、斉藤光子、曽我登志子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同、敬称・団体代表者名略）

宀取

こんな心配ごとや
困りごとがあったら

パンフレットでは、このような事例を紹介しながら、成年後見制度の利用について説明しています！！
●社会福祉のために

●障害福祉のために

●交通遺児のために

●少年院図書代のために

〔企業・団体〕

●社会福祉のために

●高齢者福祉のために

〔個　人〕

●雑貨

●衣類

●福祉用具

〔企業・団体〕

●福祉用具

●衣類

●その他

佐藤　榮一

大橋國利·艶子

大貫　　遼

森　　郁代

匿名　1件

匿名　2件

原　美智江

河本　德一

上鶴間高等学校　図書委員会

青葉地区自治会連合会 チャリティ親睦ゴルフ大会

茶道裏千家淡交会　相模支部

株式会社　河本総合防災

株式会社　スマイル介護サービス

あじさい会館前 愛の一円玉の塔

桐生医院募金箱

湘南堂印刷有限会社　

匿名　1件

グリーンハイツ婦人会

仲　せつ子

藤冨はる美

土屋　一洋

匿名　1件

匿名　1件

福田　時子

匿名　1件

東林地区社会福祉協議会

デイサービス　ここカラ

源悟山顕正寺

匿名　1件
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問

津久井養護学校　つくよう祭
2011とどけ!! みんなのパワー

１１月２５日(金)　午前９時４５分～
１１時４５分　フルート鑑賞会、生徒
作業学習製品の販売　
２６日(土) 午前９時４５分～午後２時
15分　学習発表、施設･作業所製
品の販売、PTAバザー　　　
※当日実施できない場合は順延
県立津久井養護学校(緑区若柳44)
申込不要･直接会場へ
担当　柴　
042-684-4879☎

☎

★年末年始のお休み

ヘルパー募集！
（社）相模原市手をつなぐ育成会もみの木Ｓ

知的障害のある利用者さんの移動
介護・支援のお仕事です。
資格：ヘルパー2級以上
　　　（またはガイドヘルプ）
1,100円　交通費 400円/1回
勤務時間：午前9時30分～午後5時
位、週1～3日 まずはご連絡ください。
中央区上溝1887-1
042-759-4310　担当　沖山

問

音楽療法　連協主催公開講座

１１月２６日(土) 
午後１時３０分～３時３０分
市民会館 ２階 第２大会議室
昭和音楽大学准教授 久保田牧子氏
により「歌声が心に響く時　障害児
者と音楽療法との出会い」をテーマ
に講演と楽器演奏の体験
無料　
８０名（申込順）
市障害児者福祉団体連絡協議会事務局
042-755-5282

￥

☎

問

自閉症児・者作品展

１１月２5日(金)　午後１時～7時
26日（土）　午前10時～午後7時
27日（日）　午前10時～午後3時
ラクアルオダサガ4階
（小田急相模原駅北口下車1分）
自閉症児・者の作品展示　
無料　
不要・直接会場へ
相模原市自閉症児・者親の会（相模
原やまびこ会）作品展実行委員
０８０-２３９５-３８５９

￥

☎

☎

ふれあいのつどい
（社福）清水地域福祉奉仕会

ケアホーム世話人さん募集

バオバブ クリスマスコンサート

１２月１１日(日)
午後１時３０分～３時３０分(１時開場)
市民会館　ホール
ソロアーティスト蘭燃（らんねん）と
創作太鼓鼓志團のチャリティーコン
サート。収益の一部は東日本大震災
の義援金として寄付します。
前売り券
（大人５００円　小学生３００円）
当日券（大人６００円　小学生３６０円）
ひよこ保育園　担当　戸塚　
042-762-1015

￥

￥

問

１２月１１日(日)　午後２時～４時
市民会館４階第３中会議室
正しい理解をもつことができれば、
発達障がいの人たちを地域でサポ
ートできるはずです。　
30名(申込順・ FAXまたは電話)
５００円　　
さがみはら発達障がいサポーターズ
担当　斉藤
080-6707-5158 
FAX：042-768-0495

￥

☎

問

発達障がいについて
一緒に学んでみませんか

１２月１２日（月）　正午～１３時
あじさい会館1階ロビー
リンリンランランによるハンドベル、
上鶴間オカリーナによるオカリナ演奏 
50名　
無料　
不要・直接会場へ
担当　村松
042-757-6772

￥

問申
￥
☎

？日時
申込み 問合せ TEL

場所 金額 対象 内容

申

申

申

☎
問

問

『さがみスクラム写真展』
作品募集

精神障害を抱える人たちが企画する
写真展。皆さんの写真を募集し、展
示します。テーマは「しあわせ写真
～みんなの幸せ集めよう～」（幸せ
な瞬間や自分が幸せを 感じられる物
など幸せをテーマにした作品であれ
ば自由。）
応募締切　12月14日（水）（必着）
写真展会期　
平成24年1月26日（木）～29日（日）
相模大野ギャラリー (入場無料)
（伊勢丹となり)
※応募方法など詳細はホームページ
http://homepage3.nifty.com/
coming/index.htm（または「地域
活動支援センターカミング」で検索）
地域活動支援センターカミング
042-759-5117 

☎ 問

①移送運転員　
資格：普通自動車運転免許（福祉有
償移送研修を受講）　時給 900円
②入浴ヘルパー　デイサービス・
訪問入浴サービスの入浴介助。
資格：普通自動車運転免許　時給 1,000円
③ホームヘルパー
資格：ホームヘルパー2級以上。
自動車免許と車両が必要。詳細は
お問合せください。 時給 1,200円~
津久井福祉会　緑区太井165-1
（特非）津久井福祉会　ほのぼのサービスセンター
042-780-7977☎

非常勤職員募集
(特非)津久井福祉会

問

障害をもった利用者さんの食事の支
度･洗濯･掃除･健康管理など。
資格：不問･年齢問わず
　　　（ヘルパー経験あればなお可）
勤務：①～③のローテーション
①ケアホームでの宿直(月５～６回）
午後３時～午前１０時(仮眠有)
12,000円②土日の勤務（月1～2
回）午前10時～午後3時　時給900円
③ベットメイク等(月１～２回）
午前１０時～午後２時　時給9００円
緑区佐野川3440-1
（社福）ラファエル会 共同生活介護
しらゆき　担当　岡部
090-7701-1847　 ☎

　   続けよう！東日本大震災復興支援
青山学院大学生500人が被災地に！被災地支援を通した学び
　青山学院大学　ボランティアステーションは、震
災を機に誕生した学生が運営する大学公認団体で
す。ボランティアをしたい学生への説明会や、現地
の必要性に合った活動の提供（大船渡市での子供
との遊び・学習補助、石巻商店街の復興支援）等
に取り組んでいます。登録者は900人に上り、約
500人が被災地に赴きました。
　「活動した学生からは『これからも被災地と向き合って、自分にできる支援を続けた
い。』と言った声が聞かれます。また活動終了後に運営スタッフになってくれた学生もい
ます。」と、スタッフの瀬川さん(2年生)。顧問の塚本教授は「活動を通して、社会で起
きている問題に対して主体的に向き合い、行動できる人材の育成を目指しています。学
生の成長には目を見張るものがありますよ。今後は市内の防災や、ボランティアにも注
目したいです。」被災地支援とともに、学生の学びも深まっています。

シリーズ

　県民から寄せられた「交通遺児への寄付金」と、市社協へ寄せられた「交通遺児指定寄付金」
を交通遺児へお渡しします。該当される方は平成２４年１月６日（金）までに申請をしてください。
対　象　市内に住所を有する交通事故等（列車、電車、船舶、航空機等交通機関の運行上の 
 事故を含む）による20歳未満の遺児がいる世帯（平成２４年1月末現在）
手続き　申請書、事故証明書、住民票等の書類の提出
内　容　 1　県交通遺児援護基金
  （1）見舞金　１００,０００円
   　  ○事故当時、県内に居住していた20歳未満の交通遺児がいる世帯
   　  ※ただし、神奈川県労働災害遺児等見舞金支給対象世帯は除きます。
  （2）激励金　５０,０００円
   　  ○小学校に入学するとき　○中学校に入学するとき
   　  ○中学校を卒業するとき　○高等学校を卒業するとき（大学入学検定試験合格を含む。）
  2　市社協寄付金　※金額は毎年異なります。
   ○市社協へ「交通遺児のために」と指定された寄付金の配分
申込み・問合せ　南事務所　電話 042-765-7065
　　　　　　　　　 ※なお、昨年度も、上記「　  市社協寄付金」を受けている世帯はご連絡の必要はありません。

市社会福祉協議会各事務所・福祉機器展示室・保健と福祉のライブラリー　12月29日（木）～1月３日（火）
あじさい会館・ボランティアセンター
あじさい会館南分室（南保健福祉センター）・南ボランティアセンター　　　12月28日（水）～1月３日（火）

◆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

①12月１日（木）
　午前10時～正午

②平成24年1月18日（水）
　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、車いす操作方法

ボランティア活動を始めたいと思っている方のために
日　時 場　所 内　容

165名で成し遂げた石巻商店街のブロック清掃

ボランティアセミナー

見舞金・激励金をお渡しします交通遺児世帯の皆様へ

業 務 内 容　
清新地区社会福祉協議会の活動に関
する企画・運営等の支援、清新地区
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24年
1月10（火）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　
清新公民館（中央区清新3-16-1）
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１２月２日（金）までに市社
協福祉推進課へ持参
問合せ　福祉推進課　
　　　　電話 042-756-5034

市社協
非常勤職員募集
地域福祉支援員
（募集人員：1名）
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