
「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。 

本紙は、奇数月20日発行です。
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市民協働のまちづくりに向けて 
　　　　　　地域福祉を応援します 
市民協働のまちづくりに向けて 
　　　　　　地域福祉を応援します 
市民協働のまちづくりに向けて 
　　　　　　地域福祉を応援します 

　平成22年4月から、相模原市が政令指定都市へ移行することに伴い、市民協働の新たなまちづくりを進めます。市社協では、

地区社会福祉協議会活動を支援し、民生委員・児童委員の活動をお手伝いする「地域福祉推進員」を配置いたします。今までの

「地区活動推進員」とともに、市民協働の新たなまちづくりに向けて、地域の皆さんと一緒に福祉活動を進めていきます。

～地域福祉推進員が支援します～ 

今日のスケジュールを確認し、会議等の打合せ
資料を用意します。

※各地区の地域福祉推進員、地区活動推進員（4月から「地域福祉支援員」に名称を変更する予定です。）の名前を2面で紹介します。

市社協事務所の住所等の変更について 市社協事務所の住所等の変更について 
平成22年4月から政令指定都市移行に伴い、市社協事務所の場所や住所・郵便番号が変更されます。

　　　　部署名

総務課・福祉推進課

南事務所

城山地域事務所

津久井地域事務所

相模湖地域事務所

藤野地域事務所

　 郵便番号

252-0236

252-0303　

252-0105

252-5172

252-5162

252-5152

　　　　　　　　　　　　　　住　所

相模原市中央区富士見6-1-20 あじさい会館2階

相模原市南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター1階

相模原市緑区久保沢2-26-1　 城山保健福祉センター2階

相模原市緑区中野633　 津久井総合事務所3階

相模原市緑区与瀬896　 相模湖総合事務所3階　　

相模原市緑区小渕2000　 藤野総合事務所3階

　　   電話番号

042-756-5034

042-765-7065　

042-783-1212

042-784-3393

042-649-0202　

042-687-3361

                                           変更事項

福祉推進課はあじさい会館4階から2階に移りました。

南ボランティアセンターが南事務所内に移ります。

津久井総合事務所 第2別館１階から津久井総合事務所3階に移ります。

藤野総合事務所2階から3階に移ります。

午前 9：00

子育てサロンに参加し、子育ての悩みを聞いたり、
育児情報などを提供します。

10：00

地区社会福祉協議会の役員と行事や広報紙発行などの
打合せを行います。

午後 1：30

お年寄りの方が来所して、日頃の生活の様子や
困りごとなどの相談を受けたりします。

3：30

5：00

自治会の活動を支援する「地域活力推進員」と
昼食をとりながら情報交換

正午 

地 域 福 祉 推 進 員 の あ る 日 の ス ケ ジ ュ ー ル

誰もが住みやすい福
祉のまちづくりに向け、
「出会い ふれあい
支えあい」を合言葉に、
明日も頑張ります！
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地区名

　アルコール依存はなぜ進行するのか、依存のタイプや脱

出する方法、あなたの周囲の人がアルコール依存かもしれ

ないと感じたときの対処法などについて、精神科医が分り

やすく説明。アルコール依存進行度合チェック表付き。 

今月のおすすめ本 
『アルコール依存の人はなぜ大事なときに飲んでしまうのか』 
　　　　　　　　　　　             仮屋暢聡/著者（株式会社阪急コミュニケーションズ）

Vol.6 

大沢地区自治会連合会の取り組み

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 

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

佐藤　榮一 

奥森　勝彦 

村田百合子 

渡部久美子 

山口　春哉 

馬嶋　洋一 

飯田　利宇 

鈴木　敦子 

匿名　4件 

匿名　１件 

吉田　ヤ 

吉田　　稟 

匿名　１件 

河本　　一 

 

相模原市役所　蕎麦打ち倶楽部 

㈲ケアスタッフサービス 

あじさい会館前愛の一円玉の塔 

相模原鹿沼球友会 

（社団）スコーレ家庭教育振興協会相模原グループ 

（社団）相模原法人会・相模原商工会議所 

愛の募金箱（市社協総務課） 

あじさい大学民謡科一同 

還暦野球「相模原名球会」安打基金 

相模原協同病院 

ビバーチェ共和店 

車イス社交ダンス普及会相模原支部 

さがみはら星野富弘　花の詩画展 

㈲大正琴研究会 

淵野辺小学校PTA 

相模原市パン菓子工業組合 

（社団）神奈川県エルピーガス協会相模原支部 

うえだな幼稚園みどり会 

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 

キャタピラージャパン・システムサービス労働組合 

（社団）神奈川県柔道整復師会相模支部 

北里大学病院 

相模原市ダンススポーツ連盟 

静雅書道会　武相地区（相模） 

北里大学東病院 

KYB労働組合 

東林間商店街振興組合 

東海大学付属相模高等学校・中等部 

イトーヨーカドー労働組合相模原支部 

相模野カントリー倶楽部 

グリーンプール内売店連協横北友の会 

クリーニングショップフジ二本松店 

富士塚を守る会 

津久井観光協会 

イトーヨーカドー労働組合アリオ橋本店 

横河電機労働組合 

㈱スーパーアルプスお客様一同 

㈱スーパーアルプス 

匿名　１件 

相模カラオケ同好会 

相模原交通安全協会青葉支部 

 

匿名　１件 

匿名　１件 

 

㈱ヌマヤ相模原店 

第一生命保険相互会社町田支社 

第一生命労働組合町田支部 

相模原市地域婦人団体連絡協議会　　　　 

●社会福祉のために 

 

 

 

 

 

 

 

 

●障害福祉のために 

●高齢者福祉のために 

●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 

●交通遺児のために 

〔個　人〕 

●図書カード 

●紙おむつ 

〔企業・団体〕 

●福祉用具 

 

 

●雑巾 

〔個　人〕 

小　山 

中　央 

光が丘 

大野中 

大　沢 

麻　溝 

相模台 

津久井 

 

 

大野北 

　〃 

 

大野北 

 

中　央 

　〃 

　〃 

　〃 

　〃 

　〃 

　〃 

　〃 

光が丘 

橋　本 

大野北 

　〃 

　〃 

　〃 

　〃 

大野中 

大野南 

田　名 

　〃 

　〃 

麻　溝 

　〃 

　〃 

相模台 

　〃 

　〃 

東　林 

　〃 

　〃 

城　山 

　〃 

　〃 

津久井 

　〃 

市　外 

　〃 

　〃 

　〃 

 

市　外 

光が丘 

 

 

 

 

中　央 

 

市　外 

光が丘 

（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21年12月1日から平成22年1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。

●貸出申込み・問合せ
地域福祉グループ �042-756-5034
　　Eメール　tiiki@sagamiharashishakyo.or.jp

開　設　日時�4月22日(木)・5月27日(木)
　　　　　　　午後1時20分～4時（一人の相談時間は40分間です）
場　　　　所�あじさい会館 6階 権利擁護相談室
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
　　　　　　       （事前に電話予約をしてください）

（弁護士による権利擁護相談）

法律相談  

申込み・問合せ　相模原あんしんセンター 
電話 042-756-5034

～相談は個別、無料です。秘密は守ります！～ 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  

法律相談

手話奉仕員養成講座・入門課程受講生募集！ 
 ◆日　　　時　6月7日（月）から平成23年2月26日（土）まで（全26回） 
　　　　　　   月曜日 午前10時～正午（到達度審査と閉講式を除く）　＊詳細日程は応募要領に記載 
◆場　　　所　障害者支援センター松が丘園　 
◆対　　　象　手話未経験者で、市内在住・在勤・在学の18歳以上の人 
◆定　　　員　30名　 
◆費　　　用　1,500円（テキスト代） 
◆申 込 方 法　応募書類は障害者支援センター松が丘園及びけやき体育館にて配布。応募書類に 
　　　　　　　必要事項を記入の上、障害者支援センター 松が丘園まで持参または郵送（必着） 
◆募集締切り　4月15日（木）～4月30日（金）(郵送の場合、必着) 
◆選考方法　作文により選考 
◆問　合　せ　（福）相模原市社会福祉事業団障害者支援センター松が丘園　 
　　　　　　　電話 042-758-2121（担当：二宮） 

相模原市社会福祉協議会

地域福祉推進員・地区活動推進員紹介 

小　山

清　新

横　山

中　央

星が丘

光が丘

橋　本

大野北

大野中

大野南

大　沢

田　名

上　溝

麻　溝

新　磯

相模台

相武台

東　林

城　山

津久井

相模湖

藤　野

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

田　中　亜有子

城　田　美　穂

松　崎　美　幸

鈴　木　淑　子

内　田　亜弥子

小　松　正　彦

樫　村　久　美

竹　森　惠美子

岡　田　節　子

藤　田　明　子

森　下　昭　子

飯　出　敦　子

宮　嶋　江身子

加　藤　雅　子

蓮　見　恭　子

佐　藤　摩　弥

奥　田　ゆかり

寺　門　瑞　江

伊　勢　恵　美

泰　樂　郁　子

横　尾　陽　子

和　田　由美子

楠　野　睦　子

宮　本　朱　美

山　村　紀　子

八　木　真由美

伊　藤　邦　子

加　藤　光　子

相　澤　真理子

笠　井　佐知子

中　峠　直　恵

岡　田　美　香

藤　村　眞理子

富　井　君　子

天　野　美奈子

花　島　めぐみ

小　川　一　葉

大　塚　麻　奈

谷　脇　美奈子
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●1～6は各公民館　7～18は各出張所　19～22は市社協各地域事務所に
　配置しています。　問合せ　福祉推進課　電話 042-756-5034

地域福祉推進員（週5日勤務） 地区活動推進員（週3日勤務）

内　　　　　容　ボランティアの心構え、活動の紹介と車いす介助体験 
定　　　　　員　各日とも20名(先着順) 
費 　 用　無料 
申込み・問合せ　①、④ボランティアセンター　 電話 042-786-6181
　　　　　　　　②、③南ボランティアセンター 電話 042-765-7085

内　　　　　容　大野中地区でのボランティア活動の紹介と車いす介助体験 
定　　　　　員　30名（先着順） 
費 　 用　無料 
申込み・問合せ　南ボランティアセンター　電話 042-765-7085

午後1時30分～3時30分

①4月21日（水）

②4月23日（金）

③5月22日（土）

④5月26日（水）

あじさい会館

南保健福祉センター

南保健福祉センター

あじさい会館

開催日 時　　間 場　　所

開催日 時　　間 場　　所

ボランティアセミナー 

ボランティアセミナー 
午後1時30分～3時30分5月12日（水） 大沼公民館

大野中

DVDを使って 
 目で見る福祉を 
DVDを使って 
 目で見る福祉を 
DVDを使って 
 目で見る福祉を 
 

　市社協では、障害についての理解をもっと深めていただくためのDVDを制作しました。今回は、身体障害をテーマに、車いすの方、目の不自由な方、耳の不自
由な方にそれぞれインタビューをしながら、街の中にはどのような「バリア」があり、私たちはどのようなことに気をつければよいか分かりやすく紹介しています。

　この中で何より大切なことは、身体の不自由な人や困っている人を見かけたら、自ら進んで声を
かけてお手伝いしようとする気持ちです。こうした気持ちを持つことが『心のバリアフリー』であ
り、誰もが安心して暮らせる住みやすい街につながります。

　自分にとってバリアでなくても、障害のある人たちにとっては困
ることがたくさんあるということを知りました。少しの勇気と思い
やりで、誰にとっても住みやすい街づくりができることを学びました。
このDVD撮影に参加したことはとてもよい体験になりました。

撮影に協力してくれた子どもたちの声 

　車いすで通ることのできるスロープも、自転車や
三輪車などを置いてしまうと、通ることができません。 

　点字ブロックは、目の不自由な人にとってとて
も大切なものです。その上に自転車や看板など
の物を置くことはやめましょう。 

　耳の不自由な人は後ろから来る自転車のベ
ルやサイレンの音が聞こえず身に迫った危険に
気がつかないことがあります。 

みんないいひとのまち  さがみはら 
～みんなができる心のバリアフリー～ 

●子ども会での研修やサークルでの勉強会など、小学生から
　大人までご覧いただけますので、是非ご活用ください！ 

　大沢地区は相模原市の北西部に位置し、終戦後地域の有志により大島河原に植樹が

行われ、今では松や桜など四季折々の花や草木が栄え、相模川の清流とともに、多く

の市民の皆さんが訪れる憩いの場となっています。 

　地域の課題を三者で改善

　駅から遠い地域のため、バスと車が移動手段となっています。 

　そうした、バスも利用者の減少に伴い本数が減り、高齢者、障害者などの移動に制

約のある方には大きな課題となっていま

した。上大島や中の郷などの自治会を中

心にこうした方々の生活交通確保のため

の要望がとりまとめられ、地域・行政・

交通事業者の三者協働でコミュニティバ

スの実証運行が開始されました。バスの

利用も定着してきて昨年の1月には本格

運行へ移行し、こうした課題への取組み

が地域に潤いをもたらしています。 

 

　敬老会を単位自治会で開催

　自治会が力を入れている活動として敬老会事業があります。9月に開催している敬

老会は以前地区社協が主催で実施していましたが、参加者の増加に伴い、平成18年

度から単位自治会に移行し、工夫を凝らした内容で実施しています。市内では単位自

治会ごとで開催しているのは大沢地区だ

けで、会場内は、久しぶりの再会を喜び

合う声があふれ、和やかな雰囲気に包ま

れています。参加者の中には敬老会で地

域のサロンを紹介され、参加する方もお

られます。こうした出会いがきっかけと

なり自治会活動へと交流の場を広げるな

ど新しいふれあいが広がっています。 

福祉機器展示室がお役に立ちます！ 福祉機器展示室は福祉用具に関する相談を土・日・祝日も
お受けしています。

☆福祉用具相談

☆福祉用具体験

☆福祉用具の
    貸し出し等

〈賃貸料の半額助成〉

●福祉用具を常時350点以上展示し、展示していないものでも、カタログでご紹介します。 

問合せ

福祉機器展示室：富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら2階　年中無休（年末年始のぞく）午前9時～午後5時 
電話 042-769-8274　FAX042-756-5760　Eメール  kiki@sagamiharashishakyo.or.jp

日常生活上の初歩的 
な表現方法を学びます。 

　車いす・介護ベッド・エアマットの
賃貸料を3か月間半額助成します。
　レンタル契約は指定業者との直
接契約になります。

無料貸出
 
 



あじさい会館 

ウェルネス 
さがみはら 

相模原市体育館 
市役所前 

けやき 
体育館 

けやき 
会館 

至16号 

点訳講習会参加者募集 

173号 2010年（平成22年）3月20日 社協さがみはら 

クラシックコンサートのお知らせ 
「音間(おとかん)」シリーズ 

アフリカへ毛布をおくる運動に 
ご協力を～尊い命を救うために～ 

拡大写本体験講座受講生募集！ 

★社会福祉協議会関係施設の休館日  　あじさい会館  5月17日（月） 

市社協非常勤職員募集 
○法人後見専門員 

業務内容�認知症などにより判断能力が不十分な人に関する支援業務や事務など

　　　　　（成年後見業務） 

募集人員�１名 

応募資格�社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉

　　　　　主事任用資格のいずれかの資格及び普通自動車（第一種）運転免許を

　　　　　有し、平成22年6月1日から勤務可能な人 

勤　　務�月～金曜日の週5日（年末年始・祝日を除く）で午前9時～午後4時の

　　　　　6時間勤務（1時間の休憩） 

勤務場所�市社協事務所（あじさい会館内） 

賃　　金�月額　174,500円 

申込み・問合せ�所定の申込書により4月9日（金）までに市社協福祉推進課 

　　　　　　　 （電話042-756-5034）へ持参してください。 

　　　　　　　 申込書は3月23日（火）から市社協の各事務所で配布します。 

○生活支援相談員

業務内容�低所得者に対する生活資金等貸付事業に関する相談援助業務や事務など 

募集人員�１名 

応募資格�低所得者等の生活支援に理解と熱意があり、社会福祉主事任用資格及

　　　　　び普通自動車（第一種）運転免許を有し、平成22年6月1日から勤務可

　　　　　能な人 

勤　　務�月～金曜日の週5日（年末年始・祝日を除く）で午前9時～午後4時の 

　　　　　6時間勤務（１時間の休憩） 

勤務場所�市社協南事務所（南保健福祉センター内） 

賃　　金�月額　174,500円 

申込み・問合せ�所定の申込書により4月9日（金）までに市社協南事務所 

　　　　　　　 （電話042-765-7065）へ持参してください。 

　　　　　　　  申込書は3月23日（火）から市社協の各事務所で配布します。 

　相模原市内で高齢者・障害者等への支援を行っているボランティアグル
ープ、障害のある方やその家族等で構成する当事者の団体を対象に、
活動にかかる事業経費の助成を行います。

〈助成金額〉 
　○１団体15万円を上限とし事業にかかる経費の3分の2を助成します。 

〈助成対象団体〉
　○活動実績が2年以上のボランティアグループ 
　○障害のある方やその家族で構成される当事者の団体 

〈助成対象経費〉
　○ボランティアグループが広く市民向けに行う研修、広報等啓発事業、調査研究事業等
　　の経費 
　○障害者等当事者団体が会員向けに行う研修、市民向けの広報、地域との交流事業等
　　の経費 
　○これから当事者団体を立ち上げるための準備経費 

〈申込み・締切り〉
　　市内各ボランティアセンターで配布する助成要項・申込書へ記入のうえ4月23日（金）
　までに提出。　助成内容詳細は、（市社協ホームページ　　　　　 
   (http://www.sagamiharashishakyo.or.jp)でも閲覧できます。） 

〈問合せ〉
　ボランティアセンター（あじさい会館4階） 
　�042-786-6181　ＦＡＸ 042-786-6182

 

期　間�4月1日(木)～5月27日(木)  
内　容�厳しい状況のアフリカの人々    
 には、生命をつなぐ一枚の 
 毛布が必要です。輸送費  
 1 ,000円もご協力お願い   
 します。 
問合せ�相模原けやきの会
　　　　�042-776-7340

日　時�3月27日(土)　 
　　　　午後3時開演(2時30分開場) 
場　所�あじさい会館ホール 
公　演�フルートとピアノ 
　　　　曲名：サンサーンス他　　　　 
定　員�350席 
費　用�65歳以上の方は無料(150人    
 全席自由)当日会場受付にて     
 「招待券」を配布。 
 一般1,000円　　 
問合せ�エームジーク企画　
 担当：岡部
 �090-1702-2226

　4月3日（土）・4日（日）に開催す

る第37回市民桜まつりに、けやき

会館横の会場（市社協公用車駐車場）

を中心に、地区社協・地区ボランティ

アグループが活動の紹介を行い、

バザーや模擬店を出店します。 

 

 

 

　市社協では、両日、会場内のボラ

ンティアセンターブースへ「“みん

ないいひと”を見た」と声をかけて

いただいた方先着50名様に素敵

なプレゼントをご用意しています。 

日　時：4月3日(土)・4日(日)　

　　　　両日とも午後1時～

第37回 市民桜まつりは
 　  けやき会館隣の広場へ 

“みんな
いいひとを

見た”と

お声をか
けてくださ

い

福祉活動団体へ助成～応募団体募集～ 

本部
会場会場 会場 

　点字を覚えて点訳をするボランティア
を目指してみませんか。初心者の方の
ための講習会

日　時�5月11日(火)～7月13日(火) 
 毎週火曜日　午前10時～正午
場　所�津久井中央公民館 
定　員�20名 
費　用�1,500円（テキスト代等実費） 
申込み・�4月23日(金)までに 
　　　　市社協津久井町地域事務所 
　　　　�042-784-3393　
問合せ

日　時�4月22日(木) 
 午前10時～正午 
場　所�市民会館 
内　容�教科書の文字が小さくて読み   
 にくい弱視の子どもたちのた    
 めに、大きな文字の教科書作り 
 を体験します。 
定　員�20名(先着順) 
費　用�無料 
申込み・�往復ハガキで3月31日までに   
 下記宛先にお送りください。 
  往信 の裏面に「拡大写本体験     
 講座受講・住所・氏名(ふり 
 がな)・電話番号」 
  復信 の表面にはご自分の 
 住所・氏名をお書きください。 
 〒229-0036相模原市富士見   
 6-1-20あじさい会館内 
 相模原ボランティア協会 
 相模原市     
 拡大写本赤十字奉仕団　
 担当：嶋田 
 �042-733-1229

問合せ




