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　「社会福祉協議会（社協）」は、市民の皆さんとともに、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。
発 行　社会福祉法人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 あじさい会館内
電話 042－756－5034　FAX 042－759－4382
電子メール　 info@sagamiharashishakyo.or.jp
ホームページ http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/にこまるの部屋 検索

「魅力発信」

クリックインタビュー全文はホームページで ※３月版は３月１日に掲載されます。

　清水さんが働く老人ホームは、「施設
を地域の財産に」していきたいと願い、
地域の方々とイベントを開催してい
ます。
　また、ご利用者と家族の方々、福祉
施設で働く人たちにとって「安心」で
きる環境づくりのためには「医療の協
力は無くてはならない。」と強く感じ、
医師や看護師と常に連携できる仕組み
を作り、後進の育成・指導にあたって
います。

清水久仁子さん
（さがみ湖桂寿苑施設長）

　東林間で活動する老人ク
ラブ「むつご会」さんは、
街頭での共同募金への協力
の呼びかけを永年続けられ、
その功績により昨年、「神奈
川県知事表彰」を受賞され
ました。「老人クラブは会員

相互の親睦だけでなく、地域とのつながりも大切。活
動の継続は簡単ではありませんが、自分たちの住む街
を大切にしたいという想いから続けてきました」と会
長の髙月哲さんが笑顔で話してくれました。

「むつご会」の皆さん

日時 場所 内容 対象 申込み 問合せ TEL費用定員 ※費用が掲載されていない場合は無料です。メール

相模原市社協 検索

2・3月2・3月今月のいいひと今月のいいひと 市社協のキャッチフレーズである「みんないいひと」の輪が広がるよう、市内の「いいひと」
を毎月紹介しています。※広報紙は偶数月の発行のため毎号、2か月分掲載しています。

福祉のしごとの

～若手職員の「躍動」を映像で伝える～

　本会では、若い世代に「福祉のしごと」への関心を持ってもらう
ために、市内の高齢、障がい、児童の福祉施設等と協力し、「福祉
のしごと・魅力発信事業」に取り組んでいます。
　そのうちのひとつは、福祉施設で働く若手職員６人により結成
された「魅力発信チーム」が、高校生が進路を考えるにあたり参考
となるよう、「福祉のしごと」の魅力を伝える映像の制作です。
　また、前号に引き続き福祉現場での若手職員の活躍の様子を今後
１年間にわたって連載していきます（右下）。

　「中学生の時、ボランティアで老人ホームへ行ったことをきっかけに、福祉科
のある高校へ進学しました。高校時の実習で、利用者と職員の笑顔と丁寧な介
護を見てこの仕事を目指しました」と話すのは、岡本千穂さん（28歳）。福祉
系の専門学校を卒業後、コスモスホーム（中央区）に入職し、現在９年目。食
事や入浴等の日常生活のサポートを行っています。「職員の問いかけにも反応が
少ない認知症の方でも、積極的な声かけを続けた結果、徐々に反応が見られる
こともあります。そんな時は日々の積み重ねの大切さとやりがいを感じますね」
と岡本さん。「利用者さんの体調が悪くなっていくのを目の当たりにしたり、最
期を看取る辛さもあります。しか
し、“ここは二番目の家”、“ここ
で最期を迎えられて良かった”と
言ってくださる方もいます。時に
は家族よりも身近な存在である介
護の仕事。その方らしく生活して
もらうことは、私たちだからでき
る仕事だと思います」と仕事の魅
力について話されました。

社会福祉法人 上溝緑寿会
特別養護老人ホーム
コスモスホーム

岡本　千穂さん
ち ほおか もと

「私たちだからできるこの仕事」

福祉の魅力って
何だろう

～私が福祉で働く理由～
　映像の制作は、地域の大学や行政がまちづくりな
どで協働する「さがまちコンソーシアム」のメン
バーである大林泉輝さん（桜美林大学３年生）にご協
力いただきました。高齢、障がい、児童の３分野の
施設で働く職員の現場の「声」を伝えています。

●誰かのために一生懸命になる仕事！

　映像は本会のホームページから閲覧していただけます。右記の
QRコードからアクセスできます。

●ホームページで配信中！

　３分野に共通するのは、施設の利用者の方々に真剣に向き合うことを大切にし
ている姿です。利用者の笑顔から元気をもらえることや、その人の人生に寄り添
うからこそ経験する辛さや悩みも仕事のやりがいとして語られます。そういった
日々の積み重ねの中で育まれる人とのつながりが、福祉の仕事の一番の魅力であ
ることが伝わってくる映像です。

　 福祉推進課 　中央区富士見6-1-20あじさい会館２階 　042-756-5034
募集案内配布場所：上記№１～９の職種はすべて市社協各窓口（福祉推進課、緑区事務所、南区事務所、城山・津久井・相模湖・藤野地域事務所）で取扱います。

～平成29年４月１日採用の非常勤職員を募集します～
募 集 職 種 勤務日時

※詳細は別途募集案内を参照 賃　金№

地域福祉推進員（大野中地区）
地域福祉支援員（城山・津久井・相模湖・藤野地区他）
生活支援相談員
法人後見専門員

ふれあいデイホーム介護員

あじさい会館事務員

あじさい会館南分室事務員

事務局事務補助員
高齢者等移送サービス員（相模湖地区）

月～金 午前９時～午後５時
月～金 ５時間勤務
月～金 午前９時～午後５時
月～金 午前９時～午後５時
月～金 午前10時～午後５時
土　　 午前９時～午後４時
（月、概ね10日間）
月～金 午前８時30分～午後３時30分
　　　 または 午後１時～７時
土日祝 午前８時30分～午後３時30分
（月、概ね12日間）
月～金 午後７時～ 10時
土日祝 午後５時～ 10時（月、概ね14日間）
月～金 5時間勤務
月～金の指定する日　
午前8時～午後7時のうち4時間程度

備考（共通事項）

◇勤務時間・内容の詳細
各窓口で配布する共通の募集案内を
ご確認ください。
◇募集期間（書類提出・一次試験）
２月１日㈬～ 13日㈪
※郵送のみ受付２月13日消印有効
◇面接（二次試験）
一次試験の合格者の方は、次の日程
で面接を行います。
№１地域福祉推進員、№２地域福祉支
援員のみ２月26日㈰、それ以外（職
種№３～９）は２月25日㈯を予定。
詳細は一次試験合格者の方に別途お
知らせいたします。

月給240,000円
時給　 1,000円
月給175,000円
月給175,000円

時給   　 962円

時給   　 962円

時給   　 962円

時給   　 962円
時給    1,030円

中央区内
募集人員

勤務地　※同区内でも勤務地は異なり
ますので募集案内をご確認ください

若干名
１
１

若干名

若干名

緑区内
募集人員

４

１
若干名

南区内
募集人員
１

若干名

１

１

１
２
３
４

5

6

7
8
9

ホームページで公開中！
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３月４日㈯ 午後２時～４時　　市民会館　２階第２大会議室
講演とご本人の体験談「ディスレクシアの特徴と支援」
進行　NPO法人発達サポートネット　バオバブの樹　
　　　ことばと読み書き　すーふ　言語聴覚士　沖村可奈子さん
中央ボランティアセンター　　042-786-6181

　「会話は問題ないのに読み書きが苦手」「視力はよいのに文字が歪んで
見える」などでお困りの方は“ディスレクシア”と呼ばれる症状かもし
れません。そのような方の支援をしている言語聴覚士やご本人の体験談
でディスレクシアについて学びます。

　　　　かい　わ　　　  もん　だい　　　　　　　　　　　よ　　　　か　　　　　　にが　て　　　　　し　りょく　　　　　　　　　　　　　も　　じ　　　ゆが

　み　　　　　　　　　　　　　　　　　 　こま　　　　　　かた　　　　　　で　　ぃ　 す　　れ　　く　　し　　あ　　　　　　よ　　　　　　　　 しょう　じょう　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かた　　　　し　えん　　　　　　　　　　　　　げん　ご　ちょう　かく　し　　　　　　ほん　にん　　　たい　けん　だん

　　　　で　 ぃ　　す　　れ　　く　　し　　あ　　　　　　　　　　　まな

かいわ　もんだい　よみかき　にがて　しりょく　もじ　ゆがんで　える　こまり　かた　でぃすれくしあ　よばれる　しょうじょう　かた　しえん　げんご　ちょう　かく　し　ほん

にん　たいけんだん　でぃすれくしあ　まな

　さんがつ　よっ　か　　ど　　　ご　　ご　　に　　じ　　　　よ　 じ　　　　　　　し　みん　かい　かん　　　　に　かい　だい　に　だい　かい　ぎ　しつ

　こう　えん　　　　　　ほん　にん　　　たい　けん　だん　　　で　 ぃ　 す　 れ　 く　 し　 あ　　　　とく　ちょう　　　　し　えん

しん　こう　　　えぬぴーおー　ほう　じん　はっ　たつ　さ 　 ぽ 　ー 　と 　ね 　っ 　と　　　　　ば　　お　　ば　　ぶ　　　　 き

　　　　　　　　　　　　　　　　　 よ　　　　か　　　　　　　　　　　　　　　　　げん　ご　ちょう　かく　し　　　　おき　むら　か　 な　 こ

　ちゅう　おう　ぼ　 ら　 ん　 て　 ぃ　 あ　 せ　 ん　 た　 ー　

　さんがつ　よっ　か　　ど　　　ご　　ご　　に　　じ　　　　よ　 じ　　　　　　　し　みん　かい　かん　　　　に　かい　だい　に　だい　かい　ぎ　しつ

　　　こう　えん　　　で　　ぃ　　す　　れ　　く　　し　　あ　　　　とく　ちょう　　　　し　えん

　　　えぬ　ぴー　おー　ほう　じん　ば　　お　　ば　　ぶ　　　　き　　　　げん　ご　ちょう　かく　し　　　　おき　むら　か　 な　 こ

　　　とう　じ　しゃ　　　　　　　　たい　けん　だん　　　　　　じょう　ほう　こう　かん

　ちゅう　おう　ぼ　 ら　 ん　 て　 ぃ　 あ　 せ　 ん　 た　 ー　

こうえん　ほんにん　たいけんだん　でぃすれくしあ　とくちょう　しえん

しんこう　えぬぴーおー　ほうじん　はったつ　さぽーとねっと　ばおばぶ　き

よみかき　すーふ　　げんご　ちょうかくし　おきむらかなこ　さん

読み書きに困難がある方の支援講座 ～発達性ディスレクシアの理解～
よ　　　　か　　　　　　こん　なん　　　　　　　　　かた　　　　し　　えん　こう　　ざ はっ　たつ　せい　で　　ぃ　 す　 れ　 く　 し　 あ　　　　り　かい

市自治会連合会　　 042-753-3419

２月23日㈭ ・３月21日㈫ 一人40分間
①午後１時20分～２時　　　②午後２時～２時40分
③午後２時40分～３時20分　④午後３時20分～４時
※平成29年度は、毎月第４火曜日の開催予定です
あじさい会館２階  市社協福祉推進課  相談室　　高齢者・障がい者とその家族
事前に電話申し込み（開催日の前月１日より受付開始）
あんしんセンター係　　042-756-5034　　　

弁護士による人権や財産に関する無料相談会
財産・相続・人間関係で困っていることはありませんか。

専門の弁護士に個別相談できます。

心に寄り添う傾聴を学ぶ

3月11日㈯
 午後1時30分～3時15分（受付1時10分～）
（社福）智泉会はあとぴあ市民交流センター
（中央区清新7-4-1）
傾聴の初歩から応用まで具体的なお話から学びます。
70人（超過の場合抽選）
500円（資料代、通信費）
2月27日㈪必着　往復はがきに住所・氏名・
電話番号を明記の上 〒252-0236 相模原市
中央区富士見6-1-20 あじさい会館中央
ボランティアセンタ－内 傾聴ボランティア
の会相模原宛
傾聴ボランティアの会相模原
070-5014-8311

ガイドヘルパー大募集！！

知的障がいのある利用者さんの外出の
お手伝いをしていただくお仕事です。
初任者研修修了またはヘルパー2級以上
時給1,150円～1,230円　交通費400円/1回
土日祝日：午前８時30分～午後５時
くらいまで、平日：2時間～3時間程度
（週1日からでもＯＫ！）
相模原市手をつなぐ育成会（担当：柿澤）
042-759-4310

要約筆記の体験してみませんか
手書きまたはパソコン

2月16日㈭ 午後2時～4時
相模原市障害者支援センター松が丘園 3階 研修室
要約筆記の説明、利用者（難聴者）のお話し、
手書きまたはパソコンで要約筆記を体験。
手書き・パソコン各15人
相模原市立障害者支援センター松が丘園
（体験会担当）体験会参加希望と明記し、
氏名・住所・連絡先電話番号・希望コース
をご 記入の上、2月13日 ㈪までにFAX
（042-758-7070）にて申込みください。
相模原市社会福祉事業団
042-758-2121

自治会活動のひとコマ
自治会は地域福祉の原動力

加入促進キャンペーン

自治会に加入しよう !自治会に加入しよう !

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
月～土 午前10時～午後5時
（あじさい会館定休日：日曜・祝日、あじさい会館休館日）
あじさい会館 １階
バレンタインデーやホワイトデーのプレゼントに
最適！市内の福祉施設で真心こめて作った製品を
大切な人に贈りませんか？ラッピングは無料です。
ハンドメイドショップバオバブ
042-757-6772

かめの集いのお知らせ

2月19日㈰ 午後1時30分～3持30分
あじさい会館6階　展示室
“心の病”に悩んでいる方々やそのご家族と
共に生きる手ごたえを感じあいましょう。
お菓子や飲み物、レクリエーション（ゲーム・
クイズ・ビンゴ）も有ります。みんな集まれ
楽しい仲間！楽しい時間を過ごしましょう。
精神障がいをお持ちの方　　30人
300円　　2月12日まで
地域活動支援センターカミング
042-759-5117、042-759-5118

相模原市社会福祉協議会　広 報2017年（平成29年）２月１日 214号

あじさい会館
休館日

あじさい会館：２月５日㈰、３月６日㈪
同南分室：２月４日㈯・５日㈰、３月４日㈯・５日㈰

高齢者パソコン無料体験講座

2月27日㈪、3月6日㈪、3月14日㈫　
いずれも午後１時30分～3時30分
市立市民健康文化センター
パソコンやマウス操作、文字の書き方
を練習して、ホームページの閲覧や
知りたいことを調べて楽しみます。
筆記用具のみお持ちください。
60歳以上でパソコン操作が初心者の方
（後期高齢者歓迎）
8人
NPO法人パラボラジャパン（担当：清水）
042-755-9010

傾聴活動入門講座　受講者募集!!
　高齢者等に寄り添い、話を聴くことで心のケアを行う傾聴ボランティア活動を
始めたい方や傾聴に興味のある方向けに、入門のための講座を開催します。
①２月17日㈮、 ②２月24日㈮、 ③３月３日㈮　全3回　午後１時30分～３時30分
①③あじさい会館６階　第１展示室　②相模原市民会館２階　第２大会議室 
①②「傾聴を学ぶ」　講師　荒木乳根子さん（田園調布学園大学名誉教授）
③傾聴活動の実際（活動事例紹介・体験談など）
市内在住・在勤・在学の15歳以上（中学生は含まない）で全て出席可能な方
70人（先着順）　　2,000円（３回分）
往復はがきで、往の裏に郵便番号、住所、氏名、電話番号（できれば携帯電話も）
を記入し、復の表にご自分の住所氏名を記入。（２月10日必着）
〒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
相模原ボランティア協会　　・　 042-759-7982

ファミリーサポートセンター会員募集！
　保育園・幼稚園・児童クラブ等の開始前後の預かりや送迎、保護者の病気・リフ
レッシュ時の預かりなど、子育てを助け合う会員制の組織です。利用会員（子育ての
お手伝いをして欲しい人）と援助会員（子育てのお手伝いをしたい人）を募集します。

２月２日㈭ 午前10時30分～
２月７日㈫ 午前10時30分～
２月17日㈮ 午前10時30分～
２月21日㈫ 午後１時30分～
２月25日㈯ 午前10時～
３月２日㈭ 午前10時30分～
３月８日㈬ 午後２時～
３月21日㈫ 午後１時30分～

あじさい会館
南保健福祉センター
緑区合同庁舎
あじさい会館
南区合同庁舎
あじさい会館
南区地域福祉交流ラウンジ
あじさい会館

◎入会説明会（要申込み・定員あり）

　相模原市ファミリーサポートセンター　　042-730-3885

◎保育士、幼稚園・小学校教諭、看護師などの有資格者は、随時援助会員として
の登録が可能です。
　有資格者は、援助会員講習会の一部免除があります。

地域デビュー応援します！ボランティアセミナー
　ボランティアセンターでは、登録していただくと、囲碁・将棋の相手等、趣味を
活かした活動や、外出介助、お話し相手、障がい者スポーツの支援といった活動を
ご紹介しています。
　ボランティア活動を始めたいが「何から始めたらよいかわからない」、「始める
きっかけがほしい」などとお思いの方は、ぜひご参加ください。
①２月22日㈬ 午後１時30分～３時30分　②３月６日㈪ 午後１時～３時30分
①あじさい会館　　　　　　　　　中央ボランティアセンター　　042-786-6181
②南区地域福祉交流ラウンジ　　　南ボランティアセンター　　　042-765-7085
ボランティア活動の基礎知識と実際の活動、
事例の紹介、車いす体験等。
②ではライフ相模大野駅前店内で車いす体験
を行います。セミナー終了後、65歳以上の
方のボランティア活動を応援する「ふれあい
ハートポイント事業」の説明を行います。


