
相模湖町地区社会福祉協議会
の地域福祉活動
　３月７日(水)に津久井やまゆり園体育館にて地区内の高齢者・
障害者とボランティアが自分たちの特技や活動を発表し地域交
流「福祉のつどい」を開催しました。当日第1部では市内在住
のポップス歌手ＲＵＵさんのコンサート、第２部演芸会では地
域の方々が舞踊や演歌、合唱、手品等様々な特技を発表し、や
まゆり園利用者、地域内の高齢者・障害者が一つになり楽しい
時間を過ごしました。
　また、会場内には、やまゆり園・やまのべ館・マーブリング
ハウスの作品の販売ブースを設置し、大勢の参加者が心のこもっ
た作品を手に取り購入していました。

　市社協相模湖町地域事務所では、相模原市から
の委託で福祉有償運送事業を実施しています。
福祉有償運送事業は公共交通機関の利用が困難な
方で障害者手帳及び介護保険認定者等を対象に、
福祉車両等による通院の送迎サービスです。
　詳しくは市社協相模湖町地域事務所までお問合
せ下さい。
～移送サービス内容の変更のお知らせ～
　 ４月１日からの変更
★ 利用時間の変更
　・月～金曜日（※土・日・祝祭日・年末年始を除く）
　・午前９時(自宅発)～午後４時(自宅着)に変更
　  になります。
★  待　機　料
　・１時間３００円
★  申し込み・問合せ先
　・市社協相模湖町地域事務所　
     電話 042-685-1033

～市社協相模湖町地域事務所法律相談～
　困ったこと、悩み事があっても、どこに相談したらよいかわからない…。
日々の生活の中ではさまざまな問題が生じる事があります。相模湖町地域事務所
では、住民の皆様の生活上の問題に広く対応するため、弁護士による法律相談
窓口を開設しています。ご希望の方は、事前に電話予約をしてください。

相談日 : ５月１５日（火）・６月１２日（火）
時　間 ： 午後１時から午後４時
場　所 ： さがみ湖リフレッシュセンター
申込み ： 市社協相模湖町地域事務所 電話042-685-1033

車高の低下とスロープにより車椅子に座ったままで
安全に乗り降りできる車両を使用しています。（一例）

ふれ あい サービス ごの 案 内
　ふれあいサービスは、家事援助・介助を「必要とする方」（利用会員）と「支援
する方」（協力会員）が会員方式で実施する有料家事援助・介助サービスです。

サービスの内容
●ふれあいサービス相談員が利用会員を訪問し、サービス
　に関する相談や日常生活上の相談・助言、他の機関や制度
　の紹介などを行います。
●協力会員が訪問し、次のサービスを行います。

利用料金及び協力会員への謝礼

○食事に関するサービス　　　買物、調理、片付けなど
○衣類に関するサービス　　　洗濯、つくろい、アイロンがけなど
○住まいに関するサービス　　 掃除、整理・整頓など
○身の回りに関するサービス　   食事、トイレの介助など
○外出に関するサービス　　　 通院、散歩の付き添いなど
○そ の 他 の サ ー ビ ス　　　 話し相手、見守り、産後の家事援助など

※協力会員の交通費が必要な場合は利用会員の実費負担となります。

利用時間 《基本料金》

利用日 午前9時～午後5時

《超過時間》
午前7時～午前9時
午後5時～午後7時

平　　　　日 30分　350円

30分　425円

30分　425円

30分　425円日曜日・祝日
及び年末年始

問合せ　市社協相模湖町地域事務所　電話 042-685-1033
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障害者地域作業所 やまのべ館  障害者地域作業所 やまのべ館  障害者地域作業所 やまのべ館  障害者地域作業所 やまのべ館  
～職 員 募 集～

～作業所内容～

～販 売 商 品～

◆職 種：常勤職員(利用者の指導・事務所運営等) 
◆条 件：年齢・経験不問   ◆勤務日:月～金曜日   
◆勤務時間:9:00～16:00　　   ◆休 日:土 日 祝 日  
◆給 与:月額 145,000円～  ◆賞 与:有 
◆社会保険：有  ※詳細についてはお問い合わせください。
（担当：吉野） 

目　  的：障害者地域作業所やまのべ館は、誰もがひとりの
　　　　    人間とし尊重されながら成長し友情を結 び合えるところでありたいと考えて運営しています。 
作業時間：月曜～金曜日（土日祝日休み）午前9：30～午後3時00分　
作業内容：軽作業  作業目的：社会的自立を目指し、訓練を行う。
行事その他：日帰り旅行・ボランティアとの交流・スポーツ・クッキング・ 花火大会（8/1湖上祭）・ 相模湖ふ    
　　　　　 れあい広場・ほのぼの100人運動会・ やまのべ館祭り等 

 ☆炭ふくろう 大  小  ☆お炭つき  ☆小袋・口・マスコット人形  

〒229-0101  
◆神奈川県相模原市相模湖町与瀬1010-1 
◆TEL/fax 042-684-3581 
◆アクセス：ＪＲ中央本線相模湖駅下車徒歩５分   

次号社協さがみはら「みんないいひと」さがみこだより8号は
２００7年（平成１9年）6月２０日発行

ボランティアに関する相談・活動内容等のお問い合わせは
さがみこボランティアセンターまで

（相模湖町若柳1203番地2　さがみ湖リフレッシュセンター）

　市社協相模湖町地域事務所では地

域で活動するボランティアグループ

・当事者団体等を対象に、福祉活動

助成を行っています。平成19年度

の福祉活動助成を希望するボランテ

ィアグループや当事者団体等は、申

請書の提出が必要となります。

　助成内容や手続きなど詳細につき

ましては、市社協相模湖町地域事務

所までご連絡下さい。

対象：相模湖町地域を主な活動の場

とし、かつ事業計画及び自主財源を

基盤とした予算が明確であるボラン

ティアグループ・当事者団体等

申請期間：４月２０日(金)～

　　　　　　　　　５月１７日(木)

　市社協さがみこボランティアセン

ターではいるかバンクへの登録を募

集しています。いるかバンクでは登

録していただいた方へ、いるかバン

ク通信等によりボランティア活動や

ボランティアグループの紹介を行っ

ております。ボランティア活動をし

てみたい！ボランティアについても

っと知りたい！という方は、ぜひ、

いるかバンクにご登録ください。

※ 「いるかバンク」は市社協のボラ

　　ンティア登録制度の略称です。

　１日３時間ぐらい子供と遊んだ

り、見守りの出来るボランティアを

探しています。

　子供好きなあなたをお待ちしてい

ます。

内容：幼児の見守りと遊び相手

時間：ボランティアの都合の良い時間 

いるかバンクに登録しませんか

電話 ０４２－６８５－１０３３　FAX ０４２－６８５－１１３１
E メール　sagamiko@sagamiharashishakyo.or.jp

● 介護予防デイサービス補助業務員 ●  
勤務内容　高齢者デイサービス事業の補助業務等 
応募資格　20～64歳(平成19年4月15日現在)の方でホームヘルパー
　　　　  　２級以上・介護福祉士・社会福祉士・準看護師・看護師の
　　　　   いずれかの有資格者 
勤務時間　月・火・木・金曜日の午前10時～午後4時までのうち指
　　　　　定する日の3時間（要相談）（年末年始・土・日・祝日を
　　　　　除 く）
賃　　金　時給840円 
勤務場所　市社協相模湖町地域事務所
採用予定　5月20日以降 

● あんしんセンター生活支援員 ●
勤務内容　高齢者や障害者で判断能力が不十分な人の日常的な金銭
　　　　　管理や福祉サービス利用のための生活支援業務 
応募資格　高齢者・障害者などの生活支援に熱意と関心のある20～
　　　　　55歳（平成19年4月15日現在）の方 
勤務時間　年末年始・土・日・祝日を除く週3日間で、午前9時～午後4時
　　　　　の指定する日・時間
賃　　金　時給840円
勤務場所　市社協相模湖町地域事務所
採用予定　5月20日以降 

市社協相模湖町地域事務所が実施する移送サービス事業に欠員が生じ
た場合、移送サービス員として勤務していただける方の登録を行います。
登録出来る方は、道路運送法施行規則第51条の16に掲げる講習を修

了されている等の条件があります。
詳しくは、市社協相模湖町地域事務所までお問合せください。

高齢者等移送サービス員の登録について

　市社協では地域市民から寄付希望

のベットを寄付を希望している高齢

者、障害者のお宅に届けてくれるボ

ランティアを探しています。

　力に自信のある方ご連絡お待ちし

ています。

内　容：ベット寄付者宅から寄付

　　　　希望者宅へのベットの

　　　　移動支援

子供の見守りボランティア募集

平成19年度相模湖町地域
ボランティアグループ・当事者
団体等福祉活動助成金の

お知らせ

ベット移動ボランティア募集

～前回号社協さがみはらみんないいひと　さがみこだより　紙面記の訂正について～
平成19年2月20日発行2面右下下段インフォメーションの記事に不備があり大変
申訳ありませんでした。下記のとおり訂正いたします。

申込方法　4月20日（金）～4月27日（金）の午前9時～午後5時　
　　　　　（土日を除く）に所定の申込書と作文を本人が直接市社
　　　　　協相模湖町地域事務所に持参してください。 
問合せ　　市社協相模湖町地域事務所
　　　　　相模湖町若柳１２０３－２ さがみ湖リフレッシュセンター内
　　　　   電話：０４２－６８５－１０３３

「社協さがみはら　みんないいひと
さがみこだより」は録音版・点字版
の 発 行 も 行 っ て お り ま す 。
詳 し く は お 問 合 せ く だ さ い 。

日　時：5月10日（木）
　　　　午前10時～午後1時
会　場：さがみ湖リフレッシュ
　　　　センター
費　用：材料費自己負担
持ち物：エプロン・三角巾・
　　　　お米１合

第７号 2007年（平成19年4月20日）


