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2013年（平成25年）１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 １·２月今月のいいひと １·２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

石田　裕子さん
（緑区与瀬在住）

　視覚に障害のある方のために、
本紙「みんないいひと」等情報紙
や本等の文字を読み上げて録音
する活動に取り組む石田さん。
「目の不自由な人にとって、テレ
ビやボランティアが録音したＣＤ
は大切な情報源ですが、折込チラ
シなど日常生活のちょっとした
情報も必要としています。それ
を伝えられるのは身近にいる
地域の私たちだと思います。」

川戸　敬三さん
（南区古淵在住）

　大正14年生まれの川戸さん
は現在87歳。50代の頃少年
野球の審判から地域活動に
デビューしました。会社の
同僚に障害のある方がいたこと
もあり、大野中地区のボラン
ティアとして活躍しています。
　民生委員や障害者地域作業所
の所長を経て、今なお福祉の
現場最前線で「生涯現役」ボラ
ンティアを楽しんでいます。

問合せ　福祉機器展示室　電話 042-769-8274

あなたの力が誰かの支えになるボランティア活動。まずは研修で新しい世界を
覗いてみませんか？ あなたのスタートを各種研修でサポートします。

福祉用具のリサイクル品お譲りします

新年、ボランティアで
新しい「自分」「出会い」を
見つけませんか？

ボランティアの

　基本的なことを
知りたい

パソコンの知識を
活かして

　何かしたい

日時・場所　①１月28日（月）　午後１時30分～３時30分　
　　　　　　　場所：あじさい会館 ５階　福祉研修室
　　　　　　②２月26日（火）　午後１時30分～３時30分
　　　　　　　場所：南保健福祉センター ２階情報交換ルーム
内　　　容　ボランティアとしての基礎知識と活動紹介、車いすの操作体験。
受　講　料　無料
申　込　み　①ボランティアセンター　　電話 042-786-6181
　　　　　　②南ボランティアセンター　電話 042-765-7085

ボランティアセミナー
ボランティア活動を始めたいと思っている方のために

パソコンボランティア入門講座（全４回）
～障害のある方へのパソコンの操作支援を学習します！～

講　師　NPO法人パラボラジャパン　　定　員　５名程度
受講料　無料
申込み　あんしんセンター係　電話 042-756-5034

①2月  5日（火）午前10時～午後４時
②2月12日（火）午前10時～午後４時
③2月18日（月）午後１時30分～３時30分
④2月22日（金）午前10時～午後４時

大野北公民館小会議室Ⅰ

地域活動支援センター カミング
大野北公民館小会議室Ⅰ

講　　議

実習体験
振り返り

日　時 場　所 内　容

コミュニケーションに欠かせない「傾聴」について学ぶ、具体的な活動への入門講座を開催します。

日　時　２月23日（土）、３月２日（土）、３月16日（土）　午後１時30分～３時30分
場　所　市民会館 ２階　第２中会議室
内　容　○傾聴を学ぶ　講師　田園調布学園大学　教授　荒木乳根子氏　
　　　　○ボランティア活動者より傾聴を活かした活動の紹介
対　象　市内在住･在勤･在学の15歳以上（中学生を含まない）で３回とも出席可能な方
定　員　30人（先着順）　受講料 2,000円
申込み　はがきまたはFAX・Eメールにて住所、氏名、電話番号（携帯電話も）を明記し２月15日（金）
　　　　までに申込み（必着）
申込み・問合せ　
  〒252-0236 相模原市中央区富士見6-1-20　あじさい会館内　相模原ボランティア協会講座係
  電話・FAX 042-759-7982　Eメール sagamiva@feel.ocn.ne.jp

高齢者へのボランティア活動の基本
傾聴について学ぶ（入門編）

傾聴を学んで活か
したい

車いす操作の講習

パソコンの知識を活かして

市社協に寄付された福祉用具を、必要としている市民の方へ無料でお譲りします。

日　　時　１月30日（水）　午前９時30分～午後５時
場　　所　福祉機器展示室（ウェルネスさがみはら２階）
　　　　　中央区富士見６-１-１
配布予定　車いす３台、シルバーカー４台、杖10本、
　　　　　浴槽台、ポータブルトイレ等約30点
　　　　　※福祉用具の詳細は、市社協ホームページでご覧
　　　　　　いただけます。
　　　　　　　http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/
　　　　　※当日は先着順で選んでいただきます。
　　　　　　（整理券を配布予定）　
　　　　　※一世帯に１つとなります。
　　　　　※希望者は印鑑を持参し直接会場にお越しください。



～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24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。  

今月の気になる本
男も出番！介護が変わる
羽成　幸子／著（春秋社）　定価（本体1,700円＋税）

介護の担い手が老いてきていると同時に、介護される人の数がより
多くなってきている今、妻や娘があたり前のように介護をするのは
過去の話。今や、誰もが関わらざるを得ないほど、現場は厳しくなって
いる。だからこその”男の出番“なのである。

寄
付
物
品

〔個　人〕
●社会福祉のために

●高齢者福祉のために
●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

●交通遺児のために

〔個　人〕
●車いす等福祉用具

●雑貨
●日用品

●チケット
〔団　体〕
●チケット
●日用品

●雑貨
●車いす等
●事務用いす

地区名
大　沢
小　山
中　央
光が丘
大野北
大野中
大野南

大野北

光が丘
大野北

大野北

橋　本
大　沢
津久井
小　山
清　新
　〃
中　央
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
星が丘
大野北
　〃
　〃
大野中
大野南
　〃
麻　溝
　〃
　〃
　〃
相模台

東　林

　〃
　〃
相模原全域
市　外
　〃
　〃
　〃

光が丘
相模台

光が丘

大野中

大野北
光が丘

市　外
中　央

（敬称略・順不同）

寄
付
金

名前・名称
矢沢　　守
佐藤　榮一
奥森　勝彦
村田百合子
高口美保子
森　　郁代
一星　　暁
匿名５件
吉田　ヤエ
匿名１件
金子　幸輔
吉田　　稟
匿名１件
河本　德一

橋本幼稚園PTA
大島観光協会
（福）青芳会　常務理事　星野芳博
㈱ア・ドマニー
桐生医院募金箱
中央労働金庫相模原支店推進幹事会
湘南堂印刷有限会社
社団法人神奈川県柔道整復師会相模原支部
社団法人相模原法人会
相模原商工会議所
相模原鹿沼球友会
有限会社ケアスタッフサービス
あじさい会館募金箱
社団法人スコーレ家庭教育振興協会相模原グループ
はなえみ指圧マッサージ青木
相模原市ダンススポーツ連盟
ビバーチェ共和店募金箱
フレンドシップ相模原
社団法人翠葉カルチャーセンター
相模女子大学幼稚部PTA
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PTA一心会
光明学園相模原高等学校空手道部父母会
KYB労働組合
静雅書道会武相地区連
第25回わぁ！ぷりーず東林間チャリティー
けんちん祭・朝倉市東林間商店街振興組合
ボナペティ東林間店募金箱
アクト南口一番街商店街振興組合
公益社団法人神奈川県LPガス協会相模原支部
横河電機労働組合
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
GAUSS・フリーマーケット楽市楽座
匿名３件
相模原交通安全協会青葉支部
双葉交通株式会社従業員一同

岩山　勇造
匿名１名
匿名３名
森　　郁代
匿名３名
匿名１名

特定非営利活動法人相模原ライズ・アスリート・クラブ
相模原市地域婦人団体連絡協議会
匿名１件
匿名１件
第一生命保険株式会社・第一生命労働組合町田支部
ガデリウス・メディカル株式会社

平成23年３月17日から平成24年12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　  64件　  2,299,103円
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　 　　 112件　15,663,996円
　  ⑴義援金として　 　　　　　　　　  7,831,998円
　  ⑵ボランティア・NPO団体の活動支援費として　   7,831,998円
＊募金は中央共同募金会を通じて配分されます。配分状況については、中央共同募金会 
  ホームページをご覧ください。 
　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どうぞよろしくお願いいたします。

東日本大震災被災地支援募金東日本大震災被災地支援募金東日本大震災被災地支援募金受付中

　永年の活動の功績を讃え、厚生労働大臣表彰を受賞されたグループに市健康福祉局長から表彰
状が渡されました。

◆相模原市赤十字奉仕団
　昭和36年から永年にわたり、救急法講習会や防災訓練の実施、被災地
支援活動などに尽力されました。

◆手芸サークル糸ぐるま
　昭和60年から永年にわたり、障害者とともに手芸を楽しむサークル活動
を運営し、障害者の余暇支援や交流の促進に尽力されました。

ボランティアグループが厚生労働大臣表彰を受賞！

　ふれあいサービスは、高齢や障害などにより家事援助（買い物・調理・掃除など）
や通院の付き添いなどを「必要とする方」（利用会員：利用料450円/30分）と「支援
する方」（協力会員：謝礼400円/30分）が会員方式で実施する有料の家事援助サー
ビスです。協力会員としてご登録いただくための基礎研修会を開催しますので、ご参加
ください。

日　時　３月14日(木)、15日（金）　午前９時30分～午後４時
会　場　津久井中央公民館　３階　研修室
内　容　ふれあいサービスの概要、認知症高齢者の理解、車いす介助法、コミュニ
　　　　ケーション技術等についての講義・実習
対　象　市内在住の20歳以上で２日間の研修を受けられる方
申込み　津久井地域事務所
　　　　電話 042-784-3393

＊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）

２月28日（木）

３月28日（木）

相談日時（予約制）

場　　　　所　あじさい会館5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～

ふれあいサービス協力会員基礎研修会
～津久井地区 協力会員を募集！～

　賛助会員の募集につきましては、市民の皆様や企業の皆様に多大なるご理解と
ご協力を賜り心から御礼申し上げます。皆様からお寄せいただきました会費は、
本会が実施する福祉活動の財源として有効に活用させていただきます。募集に
ご協力いただきました自治会、民生委員児童委員協議会の皆様には厚く御礼申し
上げます。

平成24年度  賛助会員募集経過報告

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。

問合せ

法律相談

■神奈川県社協主催

第33回 ともしびポスター
第26回 ともしび絵本

今年度は相模原市内から、ポスターの部に５名、絵本の部に５名の方が入賞されました。
皆様おめでとうございます！

 受賞者（絵本の部）

 受賞者（ポスターの部）

　「賞をとれると思っていなかったので、とても
嬉しいです」とはにかみながら話してくれた古沢
さん。「うさぎがみんなでおかしのおうちを食べ
るところ」が一番のお気に入り。転校してもすぐ
に友達ができる古沢さんは、「ケンカをしないで
みんなで仲良くすること」をいつも心掛けている
そう。だから、うさぎも一度しか使えない魔法
をみんなが喜ぶことに使ったのかな。古沢さん
の優しい気持ちが現れている素敵な絵本です。
「物語を考えるのも絵をかくのも好きだから、
来年も応募したいです」
　是非がんばってくださいね。

〈絵本の部〉　最優秀賞　陽光台小学校３年 古沢夏芽さん

優秀賞　弥栄中学校　１年　小林美羽 さん
優秀賞　田名北小学校６年　島﨑留佳 さん
優秀賞　上溝南小学校２年　髙橋尚士 さん
佳　作　東海大学付属相模高等学校１年　
　　　　　　　　　　　　　小林諒美さん
佳　作　相武台小学校６年　岡本彩奈さん

優秀賞　鹿島台小学校５年　水流遥希 さん
優秀賞　九沢小学校　１年　千田晴陽 さん
佳　作　旭小学校　　５年　藤原夏希 さん
佳　作　光が丘小学校１年　高取　碧 さん

表彰状を持つ相模原市赤十字奉仕団 委員長 野村さん　手芸サークル糸ぐるま 会長 三十尾さん、杉﨑さん（写真右から）

協力会員 基礎研修会

　「ボランティアが集まる場、話し合いができる場所がない」そんな声の多い南区
の地域福祉活動を支援するため、３月にオープンする地域福祉活動の拠点「南区
地域福祉交流ラウンジ」で会議室の貸出をスタートします。

相模大野駅前
「南区地域福祉交流ラウンジ」

３月にオープン！

一度しか使えない魔法の杖でおかしの家をお願い
したうさぎは、友だちと仲良く食べました。みんな
が喜んでくれたので、大きくなったらおかし屋さん
になりたいと思ったうさぎは、「うさぴょんのおかし
屋さん」をオープンしました。

ご利用ください

場　　所　相模大野駅西側地区再開発施設内（相模大野駅徒歩約３分）
利用時間　午前９時30分～午後９時30分（年末年始を除く）
定　　員　机席22名・椅子席35名
料　　金　無料

利用できる団体（事前登録が必要）
・南区内で福祉活動を目的に活動している団体
・５名以上の会員がいる団体

利用方法
・事前に南事務所で予約
・予約の受付は２月１日（金）から
・利用は３月25日（月）から
・予約は利用する日の３か月前から
　受付けます

詳細は問合せください　
南事務所　電話 042-765-7065

ただ今工事中

シリーズ 楽しく「『ふくし』でまちづくり」 福祉コミュニティ形成事業　 No.５

　中央地区では、地域の人の出会いの場をたくさん作ることで隣近所
の「つながり」を強めようと、趣向を凝らした行事や定期的な集まり
を開いています。キーワードは世代間交流。

　藤野地区では、年齢に関係なく地域に住む一人ひとりが孤立しない
ように、気軽に集まり世代を超えて交流できる「たまり場」作り
に取り組んでいます。

　中央地区社協と相栄地区7自治会の共催で「三世代レクリエーション大会」
を開催。赤ちゃんからお年寄りまで地域住民約150名が集合。近所でも
知らなかった人と知り合ったり、あいさつする程度のご近所さんと仲良く
なったり、みんなが笑顔のひとときを過ごしました。

　「一人暮らしのお年寄りの孤立が心配」、「核家族化が進んで家庭や地域で違う世代との交流がなくなってきた」、「近所付き合いがほとんどありません」等、
私たちの普段の生活の中にも、様々な福祉課題が潜在しています。
　２つの地区社協では、何度も話し合い、取組みを重ねた結果、「近所で挨拶をする人が増えた」、「相模原のおじいちゃんができて、会いに行くのが楽しみ」、
「子どもから元気をもらっているよ」といった声が聞かれるようになるなど、近所同士のつながりが広まりを見せています。

　もともと高齢者の集いの場「サロン」が活発な藤野地区。既にある活動を
いかしながら、小学生から高齢者まで集まれる「たまり場」が４か所誕生し、
世代を超えた地域の絆が深まっています。

市社協は、地域の人の輪を広め、福祉力を高めるために、「地域の福祉課題を地域住民が自ら解決する取り組み」
として福祉コミュニティ形成事業を市内各地区の地区社会福祉協議会とともに進めています。

相模原市の地域福祉計画の重点事業です。市と市社協が連携し、各地区の住民の主体的な取組を財政面や人材面から支援しています。
現在、中央・藤野地区の他13地区で、それぞれの地域の実態に合った取り組みが進められています。
問合せ　地域福祉係　電話 ０４２-７５６-５０３４

福祉コミュニティ形成事業とは…

三世代　心でつながる街　中央地区 目標は「たまり場」10か所

藤野地区　新しいサロンの形

新春特集

「
福
祉
」
で
ま
ち
づ
く
り
を

　
進
め
て
い
ま
す

中央地区　広がる地域の輪

相模原市社会福祉協議会　会 長 社会福祉
法　　人

★一般・特別賛助会費　34,721,566円
★法人賛助会費　　　　　1,610,420円（平成24年12月末日）

コ
ン
テ
ス
ト

結
果
発
表
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申
☎

日時

申込み

問 問合せ TEL

場所

￥ 金額
対象？内容

ハンドメイドショップバオバブより
バレンタインデー＆ホワイトデーの贈り物

生きがいホームこすもす
常勤職員募集

手をつなぐ育成会
ガイドヘルパー募集

申

☎

☎

市社協 非常勤職員募集
1ボランティアセンター相談員（募集人数１名）
業務内容 ⑴ 相模原市介護支援ボランティア事業（さがみはらふれあいハートポイント事業） 
 　 の実施に関すること
 ⑵ ボランティアセンターの相談援助事業等に関すること
応募資格 ボランティア・市民活動に理解と熱意があり、普通自動車（第一種）運転免許を 
 有し、４月１日以降勤務可能な人
勤務・賃金 月～金曜日（年末年始・祝日を除く）　午前９時～午後５時（休憩１時間）
 時間外勤務、勤務指定曜日以外の勤務あり。月額 175,000円
勤務場所 市立あじさい会館（中央区富士見６丁目）

2地域福祉支援員（募集人数６名程度）
業務内容 ⑴ 地区社会福祉協議会の活動に関する企画・運営等の支援
 ⑵ 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（第一種）運転免許を有し、 
 ４月１日以降勤務可能な人
勤務・賃金 原則週3日（ただし指定地区は週4日）　午前９時～午後４時（休憩１時間）
 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 市内まちづくりセンター、公民館等

3南区地域福祉交流ラウンジ補助員（募集人数６名）
業務内容 ⑴ 南区地域福祉交流ラウンジの施設管理及び利用団体等の窓口受付
 ⑵ ラウンジの運営委員会等の開催や各種事業の事務補助など
応募資格 地域福祉に理解と意欲があり地域住民と明るく接遇できる人で、パソコンを使っ 
 て簡単な文書作成・計算ができ、３月11日以降勤務可能な人
勤務・賃金 原則　日～土曜日（年末年始を除く）　①午前９時～午後１時　②午後１時～５時
　 ③午後５時～10時の３シフト制　時給860円（４月1日以降885円）　
勤務場所 相模大野駅西側地区再開発施設内（南区地域福祉交流ラウンジ）

4あんしんセンター専門員（募集人数１名）
業務内容 ⑴ 高齢者、障害者等で金銭管理が困難な方の日常的金銭管理や福祉サービス 
 　 利用のための相談援助業務
 ⑵ パソコンによる簡単な文章や資料の作成
応募資格 権利擁護事業に理解と熱意があり、次の全ての要件を満たす人
 ①高齢者・障害者等の生活支援に熱意と関心がある人。②社会福祉士、精神 
 保健福祉士、介護福祉士、社会福祉主事任用資格いずれかの資格を有する人。
 ③普通自動車(第一種)運転免許を有する人。④３月1日以降勤務可能な人。
勤務・賃金 月～金曜日（年末年始・祝日を除く）　午前９時～午後５時（休憩１時間） 
 月額 175,000円
勤務場所 相模湖地域事務所（緑区与瀬896）

5あじさい会館事務員（募集人数１名）
業務内容 あじさい会館の施設管理等
応募資格 高齢者、障害者等の支援に熱意と関心のある人で、パソコンの操作ができ、 
 普通自動車(第一種)運転免許を有し、3月1日以降勤務可能な人
勤務・賃金 月～金曜日（年末年始、休館日を除く）午前８時30分～午後７時の指定する６時間 
 土曜、日曜、祝日の指定する日の午前８時30分～午後４時30分（休憩１時間） 
 時給860円（４月１日以降885円）
勤務場所 市立あじさい会館（中央区富士見６丁目）

6あじさい会館緑分室事務員（募集人数A～Ｃ合計４名）
業務内容 ⑴ あじさい会館緑分室の施設管理等
 ⑵ 緑ボランティアセンターに関する業務
応募資格 高齢者、障害者等の支援に熱意と関心のある人で、パソコンの操作ができ、 
 普通自動車（第一種）運転免許を有し、3月1日以降勤務可能な人
勤務・賃金 Ａ 月～金曜日　午前９時～午後５時（休憩１時間）（募集人数１名）
 Ｂ 月～金曜日　午後５時～７時
  　土曜、日曜日、祝日の指定する日の午前９時～午後５時（休憩１時間）
  　（募集人数１名）
 Ｃ 月～金曜日　午後７時～10時
  　土曜、日曜日、祝日の指定する日の午後５時～10時（募集人数２名）  
 時給885円（Ａは社会保険加入）
勤務場所 市立あじさい会館緑分室（緑区合同庁舎内　緑区西橋本５丁目）

【申込み】 いずれの募集も市社協各事務所・あじさい会館管理事務室で配布する所定の
 申込書等必要書類を２月１日（金）までに各提出先に持参

￥

FAX

職
1

2

3
4
5
6

　　　　　　　　提出先・問合せ先
福祉推進課　  電話 042-756-5034
福祉推進課　  電話 042-756-5034または
南 事 務 所　  電話 042-765-7065
南 事 務 所　  電話 042-765-7065
相模湖地域事務所 電話 042-649-0202

あじさい会館管理事務室 電話 042-759-3963

発達障害と思われるお子さんを育ててい
るご家族同士、おしゃべりして「ほっ
とするひととき」を過ごしませんか？
ゲストスピーカー　
(特非)ナチュラルトリートメント　
理事長　横山良子さん
１月30日（水）　午前10時～正午
（特非）ナチュラルトリートメント
（南区麻溝台4-1-21）
中学生以下の発達障害のあるお子さん
の家族20人
申込時にご連絡ください　
１月23日（水）までに電話で
南ボランティアセンター　
042-765-7085

発達障害のお子さんのご家族のための
おしゃべり会

問

問

問

問

問

問

☎

申
保育

申 込 期 間

FAX

入校選考日

講師

２月２日(土) ～３月２日(土)の
毎週土曜日と体験学習（全６回）　
午後１時30分～３時45分
市民会館　会議室
心の病を持つ人たちに対する正しい
理解と手助けの方法を学びます。
市内在住・在勤の人50名(申込順)
１月31日（木）までに電話で
500円　
ボランティアセンター
042-786-6181

精神保健ボランティアグループ ひびき
精神保健ボランティア養成講座

☎

申

￥

￥

￥

￥

３月17日(日) 　午前10時～午後４時 
あじさい会館  
認知症の知識から対応の仕方、最近の
動きまでが系統的に学べる講座です。
150人（申込順）　
一般 5,000　会員 4,000円　
３月７日（木）までにFAXで
　公益社団法人　
認知症の人と家族の会神奈川県支部　
　044-522-6801　担当：泉

Ｄｒ.杉山隆博の
「認知症の理解と援助」

機械エンジニア、I Tサポート、
グラフィックデザインなどの９コース
身体・知的・精神障害のある方
実際の訓練の様子を見学できます。
希望する方はご連絡ください。
神奈川障害者職業能力開発校
（南区桜台13-1）
無料（教科書代・昼食代は自己負担）
　１月７日(月) ～２月４日(月)
　 2月17日(日) ～ 19日(火)
担当：募集・広報係
042-744-1243
042-740-1497

神奈川障害者職業能力開発校　
平成25年4月生募集のご案内

☎

☎

申
申

申

資格
給与

勤務

担当

人権フォーラム　かながわ２１
～言えなかったこと～

２月２日（土）　午後0時30分～4時45分
あじさい会館　ホール
講演：「障害者虐待防止法」
講師：野沢和弘氏（毎日新聞論説委員）
和太鼓＆踊り（津久井養護学校のみなさん）
映画：「ちづる」
「障害者の人権について考える」をテー
マに、地域社会の「支えあい」の推進
を目指します。
かながわ共同会　法人事務局企画研修部
046-265-0035

問

２月８日（金）　午後７時～９時
あじさい会館ホール
会員、市内で対人援助業務に携わる方
佐藤泰子氏（京都大学非常勤講師）
会員　無料　非会員　500円
FAXに氏名、電話番号、所属、職種を
明記（定員（350名）を超えた場合ご連絡
します。）さがみはら介護支援専門員の会
FAX 042-751-5813
大野中地域包括支援センター
FAX 042-752-9325　担当：松岡
（FAXでご連絡ください）

☎

傾聴ボランティアの会相模原
「心に寄り添う傾聴を学ぶ」

３月９日（土）　午後１時30分～３時15分
はあとぴあ　市民交流センター
（中央区清新7-4-1）
地域活動や日常に活かすコミュニケー
ションを学び心で聴く力を育てましょう。
講師：杉山雅宏氏
　　　（東北薬科大学心理学教室　准教授）
傾聴ボランティアとして活動中の方、
関心のある方60名
（定員を超えた場合抽選）
250円　
往復はがきに　住所・氏名・電話番号
を明記し下記へ申込み（2月20日（水）
必着）申込先：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
瀧川美知子　　090(8080）4063

問

バレンタインデーやホワイトデーの
プレゼントにぴったり。市内の福祉施設
でまごころこめて作った手作りの品を、
大切なあの人に贈ってみませんか？
ラッピング無料（かわいいラッピング
をご用意しました。）
被災地の障害者が作ったバッジ等も
販売中！
ハンドメイドショプバオバブ
（あじさい会館1階）
042-757-6772

☎

障害のある利用者の方の日中活動支援
ヘルパー２級以上（応相談）
月額150,000円～
中央区緑が丘１-34-29
午前９時～午後５時　
休日　土・日・祝　試用期間３ヶ月
まずはご連絡ください
NPO法人こすもす会　佐藤
042-750-5135

資格
給与

勤務

担当

☎

知的障害のある利用者さんの移動介
護・支援
ヘルパー２級以上またはガイドヘルプ
時給1,120～ 1,150円
交通費400円/１回
中央区上溝1887-1 
土日祝日　午前９時30分～午後５時位
まで　平日２～３時間程度
※週１日からでもOK！
※運転できる方大歓迎！
（社）相模原市手をつなぐ育成会　
柿澤・橋本
042-759-4310

★社会福祉協議会関係施設の休館日
　あじさい会館
　１月21日（月）、２月３日（日）
　あじさい会館 南分室
　２月 ２日（土）、２月３日（日）

さがみはら介護支援専門員の会講演会
聴くことの力　語ることの力
～新たな一歩を踏み出すために
人が語る本当の意味とは～




