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「市社会福祉協議会」は、
みなさんの参加と支えあいで
福祉のまちづくりをすすめる
社会福祉法に位置づけられた
民間の福祉団体です。
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本紙は、偶数月20日発行です。

　さがみこボランティアセンターでは、今年も夏休みにVリーグ（ボランティ
ア体験活動）を開催いたします。 
　笑顔からはじめるボランティアとして地域のサポーターになってくれる
友達をさがしています。 

～小中学生夏休みボランティアリーグ参加者募集～ 

期　　間：7月23日（月）～8月31日（金） 
体験内容：老人ホーム体験、やまゆり園体験、デイサービス体験、

手話体験、地域福祉体験等いろいろなメニューから3日～
5日を選んで参加していただきます。 

場　　所：さがみ湖リフレッシュセンター及び相模湖町地域自治区
内の体験活動場所 

対　　象：相模湖町地域自治区内の小中学生（小学校4年生以上） 
参加定員：小学生30名　中学生30名　　　　 
参 加 費：無　料　 
申 込 先：市社協 さがみこボランティアセンター（市社協相模湖町

地域事務所内）電話 042-685-1033 
申込締切：7月18日（水） 
持 ち 物：①上履き　②タオル　③飲み物　④筆記用具 
服　　装：動きやすい服装 

【担当：永井・尾　】 

法　律　相　談 
　弁護士による法律相談窓口を開
設しています。ご利用希望の方は
事前に市社協相模湖町地域事務所
までお電話にてご予約ください。 
相談日：7月10日（火） 
　　　　8月  8日（水） 
時　間：午後1時30分～4時 
　　　　（相談者1人につき相談時間 
　　　　は30分です） 
会　場：さがみ湖リフレッシュセンター 
問合せ：市社協相模湖町地域事務所 

子育て世代交流事業 
～クレヨン人形劇開催～ 

　市社協相模湖町地域事務所では
地域で子育てをしている世代と子
育てを支援しているボランティア
団体との交流事業を行います。 
　気軽に参加してみませんか。 
日　時：7月6日（金） 
　　　　午前10時～正午 
内　容：人形劇「ジャックと豆の木」他 
　　　　パネルシアター 
会　場：千木良公民館別館2階 
問合せ：市社協相模湖町地域事務所 

高齢者等移送サービス員の登録について 高齢者等移送サービス員の登録について 高齢者等移送サービス員の登録について 
　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。 
　登録できる方は、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。 

市社協 相模湖町地域事務所で行っている 
　　　　　　　在宅福祉サービス事業の紹介 
市社協 相模湖町地域事務所で行っている 
　　　　　　　在宅福祉サービス事業の紹介 
市社協 相模湖町地域事務所で行っている 
　　　　　　　在宅福祉サービス事業の紹介 
　市社協相模湖町地域事務所では、相模湖町自治区内の高齢者や障害者等の生活支援を行うため様々な在宅福祉
サービス事業を実施しています。さがみこだより第8号と第9号に分けて主な在宅福祉サービスをご案内いたします。 

生きがいデイサービス事業 
　60歳以上の高齢者で家に閉じこもりがちな方を対象に要介護状態に
なることの予防を目的としてデイサービスを行っています。 
対　象　者：介護保険に該当しない在宅の60歳以上の方 
利用者負担：1回300円 

福祉車輌運行事業 
　公共交通機関を利用できない高齢者（介護保険認定者）及び障害者（手
帳交付者）、特定疾患認定者を対象に通院及び公共機関への移送サービ
スを行っています。 
対　象　者：高齢者（介護保険認定者）、障害者（手帳交付者）、 
　　　　　　特定疾患認定者 
利用者負担：1km50円（待機料1時間300円） 福祉サービス利用援助事業 

　判断能力が不十分な障害者・高齢者のために福祉サービスの契約手
続きや日常生活費の出し入れ、定期預金など重要書類などの保管を行っ
ています。 
対　象　者：障害者・高齢者 
利用者負担：所得に応じて 

生活福祉資金貸付事業 
　更生資金・福祉資金・修学資金等貸付を行なっています。 
貸 付 対 象：低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯 
　　　　　　※生活福祉資金の貸付にあたっては他法・他制度優先になります

のでご留意下さい。 

福祉用具無償貸し出し事業 
　福祉用具の無償貸し出しを行っています。 
対　象　者：次のいずれかに該当する市民 
　　　　　　① 在宅で療養されている方 
　　　　　　② 身体障害者手帳で用具の給付対象に 
　　　　　　　 ならない方、 または給付申請中の方 
　　　　　　③ 介護保険の対象にならない方 
　　　　　　④ 病院、施設から一時帰宅の方 
貸 出 用 具：車いす（2週間以内）、歩行器・杖（1週間以内） 
　　　　　　松葉杖（2ヶ月以内） 
　　　　　　※給付申請中の場合は貸出期間の延長が可能です。 

特殊ベッド・車いす等賃貸料助成事業 
　特殊ベッドや車いす等の賃貸料の半額助成を行っています。 
対　象　者：次のいずれかに該当する市民 
　　　　　　① 在宅で療養されている方 
　　　　　　② 身体障害者手帳で用具の給付対象にならない方、 
　　　　　　　 または給付申請中の方 
　　　　　　③ 介護保険の対象にならない方 
　　　　　　④ 病院、施設等から一時帰宅の方 
対 象 用 具：背上げベッド・昇降機能付背上げベッド・車いす・エアーマット 
助 成 期 間：3ヶ月間 

問合せ　市社協相模湖町地域事務所　電話 042-685-1033
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さがみこファミリーサポートクラブ夢民では子育て支援グループとして、

『子育てサロン』を行なっています。子供たちはもちろんお母さんもお友達
を作りましょう。
日　時：毎月第2・3・4金曜日午前9時30分～11時30分
場　所：千木良公民館別館2階和室
参加費：お子さんお1人につき100円
問合せ：鈴木　電話 090-4910-1311

第8号 2007年（平成19年）6月20日（2）

はじまりは　あなたの小さな　きもちから 
（2006ボランティア標語コンクール　最優秀作品） 

ボランティア標語コンクール ボランティア標語コンクール 

　ボランティア活動への関心が高まっている今日、市内でもさまざまな
ボランティア活動が展開されています。相模湖町地区社会福祉協議会
では、地域で行われているボランティア活動を通してふれあいの輪が
広がっていくように「ボランティアをしてみたい」と思えるような標語
を募集しています。多くの応募をお待ちしております。 

応募資格　　相模湖町地域自治区内在住小中学生及び市民 

受付期間　　7月2日（月）～7月20日（金） 

応募方法　　①郵送　②ＦＡＸ　③直接窓口へ 

　  賞　　　 最優秀・優秀・佳作 

応募問合せ　　相模湖町地区社会福祉協議会 
　　　　　　〒229－0105　相模原市相模湖町若柳1203番地2 
　　　　　　さがみ湖リフレッシュセンター２階 
　　　　　　電話 042－685－1033　FAX 042－685－1131

指定用紙はありません。
住所・氏名・電話番号（小中
学生は学年）を記入の上、
ボランティアしてみたいと
思えるような標語を20字
以内で作成してください。 

☆最優秀作品は「社協さがみはら
みんないいひと さがみこだより」
ボランティア情報コーナーにボラ
ンティア標語として掲載します。 

マーブリングハウス 障害者地域作業所　マーブリングハウス 
～職員募集～ 

～作業所内容～ 

◆職　　種：非常勤職員（事務所運営・利用者指導等） 
　　　　　　※軽作業及び障害者に対する指導、助言の他一部事務作業 
◆資　　格：要普通免許・年齢50歳位まで　 
◆賃　　金：1時間1,050円　 
◆勤 務 日：おおむね週2日～3日位　◆勤務時間：9:00～16:00 
◆募集人員：1名（選考）　　　　　　◆休　　日：土日祝日 
※詳細についてはお問い合わせください。 

◆目　　的：心身に障害をもち、就労することが困難な人達が、指導助言を受け軽作業を行いながら、 
　　　　　　社会的自立を目指して訓練を行なう。 
◆〒229-0104　神奈川県相模原市相模湖町千木良856-1　◆TEL/FAX　042-684-5151 
◆アクセス：JR中央本線相模湖駅下車路線バス桂橋経由三ケ木行き千木良診療所前下車徒歩2分（旧JA千木良支所） 

ボランティアに関する相談・活動内容等のお問い合せは
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）

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

次号社協さがみはら「みんないいひと」さがみこだより9号は
2007年（平成19年）8月20日発行

さがみこボランティア情報への掲載記事をお寄せください
ボランティア募集や各団体などで開催するイベントの
案内などがありましたら、気軽にご連絡ください。

地域交流会ボランティア募集
神奈川県立津久井養護学校では夏休みの地域の障害児者のふれあい交流

教室を企画しています。
夏休みに地域の障害児者と一緒にレクリエーションに参加
するボランティアを募集いたします。気軽にご参加下さい。
日　時：7月26日（木）8月24日（金）

午前9時～午後1時
会　場：津久井養護学校
問合せ：津久井養護学校　電話 042-684-4860（担当：根岸）

夏休みイベントボランティア募集
お祭りが好きだ！賑やかな事が好きな人集まって下さい。みんなで地域
のお祭りイベントを盛上げましょう！
日　時：7月14日（土）内郷幼稚園納涼祭

8月 1日（水）やまのべ館バザー
8月18日（土）相模湖野外フェスティバル
8月19日（日）相模湖野外フェスティバル

問合せ：さがみこボランティアセンター

手話ボランティアサークル「加絵手」ボランティア募集
手話ボランティアサークル「加絵手」では聴覚障害者の支援活動をして

います。私たちと一緒に手話を通していろいろな交流をしてみませんか。
興味のある方は気軽に勉強会や活動日に見学に来てください。
活動日等：①毎月第2、3、4木曜日　午前10時～正午

さがみ湖リフレッシュセンターボランティアルーム
②毎月第2、3、4火曜日　午後7時～9時
桂北公民館1階洋室

問合せ：さがみこボランティアセンター

おはなしクレヨン「おはなし会」ご案内
ボランティアグループ「おはなしクレヨン」では、絵本の読み聞かせを通

して、絵本の素晴らしさ、大事さを子どもたちに伝える活動をしています。
絵本を通して楽しいひと時をすごしましょう。
日　時：7月25日（水）・8月22日（水）おはなし会スペシャル

午後3時30分～4時まで
※ おはなし会は毎月第4水曜日に開催しています

場　所：桂北公民館　和室
問合せ：さがみこボランティアセンター

障害者青年学級ダンク
ボランティア募集

市社協相模湖町地域事務所では、
障害児者の社会参加とスポーツ振興
の推進を目的にスポーツ交流活動を
月に2回行なっています。
障害児者の方々と一緒にボランティ

アでスポーツをしてくれる方を募集し
ています。気軽に参加してみませんか。
日　時：毎月第1・3土曜日

午前9時30分～正午
内　容：ウォーキング

バトミントン
バスケット等

集合場所：さがみ湖リフレッシュセンター
ボランティアルーム

問合せ：さがみこボランティアセンター

ダム祭
ボランティア募集
相模湖の湖畔で行われる「相模湖

ダム祭」は水源保全をアピールする
イベントです。
水源保全のために、イベントをサ

ポートしていただけるボランティア
を募集します。
日　時：7月16日（月）

午前10時～午後4時
内　容：ダム見学のサポート

パンフレットの配布等
申込み：さがみこボランティアセンター


