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本紙は、偶数月20日発行です。

つくしの家つくしの家つくしの家

ＮＰＯ法人福祉協会しろやま
相模原市立城山障害者デイサービスセンター
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問合せ：市社協城山町地域事務所　電話 042－783－1212

桜のつどい
高齢者サロン高齢者サロン
桜のつどい

　「桜のつどい」は、小池美智子さんを
はじめとする谷ヶ原地域の方々と、法政
大学学生ボランティア「こはる」（多摩
キャンパス）の学生さんが一体となって
運営しているサロンです。
　サロンを行う前には、小池さんと学
生さんがプログラムの打合せを行い、
当日のサロンに臨みます。
　主に、学生さんは体操やゲームなどレクリェーションを、地域の方々
はおやつ作りを担当します。
　この日は、体操、ハンカチゲーム、新聞広告を使ってお花づくり、ま
たお茶の時間には、焼いたスポンジケーキが出て来ました。
　「若い学生さんと交流ができるので、みんなが毎月楽しみにしていま
す。」と満面の笑みを浮かべて小池さんは語ってくださいました。

開催日時：毎月不定土曜日　午後１時～３時３０分
開催場所：谷ヶ原自治会館

市社協賛助会員募集の結果市社協賛助会員募集の結果

赤い羽根共同募金＊年末助け合い募金赤い羽根共同募金＊年末助け合い募金

　市社会福祉協議会では、自治会のご協力により平成20年度賛助会員
の募集を行いました。結果は以下のとおりです。
　お寄せいただいた会費は、市内地域福祉活動及び城山町地区社会福
祉協議会の福祉事業に有効に活用させていただきます。

　県共同募金会相模原市城山町地区分会では、自治会、学校、民生委
員児童委員ボランティア、福祉グループ、福祉施設、地区社協などの
ご協力により、昨年10月～12月に「赤い羽根共同募金」を、12月に
は「年末助け合い募金」を実施いたしました。

赤い羽根共同募金…市内、県内の障害者、高齢者、児童の福祉施設等へ
年末助け合い募金…町内、市内にお住まいの低所得世帯、寝たきりの高齢

者を介護されている世帯及び障害者地域作業所等へ

一般賛助会員　　4,651口　　933,900円
特別賛助会員　　1,108口　1,108,000円

赤い羽根共同募金実績額 2,403,813円
年末助け合い募金実績額 718,663円

ご協
力ありがとうございましたご協
力ありがとうございました

城山町地域内の募集結果

配分先

みなさまのあたたかいご支援、ご協力ありがとうございました。みなさまのあたたかいご支援、ご協力ありがとうございました。

　精神保健ボランティアグループ「ふきのとう」は平成９年、（旧）
城山町社会福祉協議会の精神保健ボランティア講座をきっかけに結成
されました。ふきのとうは、かわせみの家の活動に協力する他、月１
回心に不安を抱える方たちのよりどころとして「ニコニコサロン」を
開催しています。
　代表の井上和江さんは「ニコニコサロンは、どなたでも気軽にきて
おしゃべりできる場です。気持ちを話してすっきりして帰っていかれ
る方もいるんですよ。ぜひ覗いてみてください。」と話されました。
　ニコニコサロン：毎月第３土曜日　午後１時～３時
　　　　　　　　　城山保健福祉センター　ボランティア室
〔問合せ〕　しろやまボランティアセンター　電話 042-783-1212

　城山町原宿にある「かわせみの家」は、平成6年から精神
障害者の地域生活を支援する活動を行ってきました。
　現在は、働く場として小規模通所授産施設「かわせみの家」、
地域生活を支える場として相談支援事業「かわせみ生活サ
ポートセンター」、住む場所としてケアホーム「かわせみ荘」
を運営しています。
　「かわせみの家」ではお弁当やケーキ・クッキーを作り販
売し、イベントを開催したり人形劇公演を行ったり地域との
接点を大切にしています。
　所長の中谷正代さんは「障がいを持つ人も持たない人も、
誰もが豊かに安心して暮らせる、地域福祉文化の拠点として、
地域の人が気軽に立ち寄ったりほっとできる場や機会をこれ
からも提供していきたい」と抱負を語りました。

　つくしの家は、昭和59年４月、城山町の障害者地域
作業所として始まりました。
　現在は、自立支援法に基づく障害者就労支援のため
の施設として、就労が難しい障害者に対し作業や生活
体験の場を提供しています。そして利用者にあった作
業や創作活動、社会生活適応支援等を実施し、地域の
中で豊かな生活を送れるよう社会参加の促進を図って
います。
　地域活動として昨年から、小学生の下校時見守りを
しながらのクリーン活動を始めました。小学生の下校
時間に合わせて学校前や通学路を清掃し、こどもたち
に「こんにちは」と声をかけていきます。
　施設長の木津芳枝さんは「この活動を通して子ども
の安全を守るとともに障害者の理解を少しでも深めた
い。顔見知りになることから始めています。」と話さ
れました。

かわせみの家かわせみの家かわせみの家

社会福祉法人　かわせみ会
精神障害者小規模通所授産施設

精神保健福祉ボランティアグループ「ふきのとう」精神保健福祉ボランティアグループ「ふきのとう」
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掲 示 板

【申込み】かわせみの家　電話 042－783－1333 

日　時：２月28日(土）　午後２時～４時
場　所：かわせみの家（相模原市城山町原宿３－７－７）
講　師：関口　国広 氏
参加費：2,000円（材料費、お抹茶、お菓子、ドネーション）
　　　　※収益はかわせみ会に寄付されます。
定　員：15名（先着順）

ご一緒にお香と遊んでみませんか？

　土地（市街化調整区域含む、城山町等）をお持ちの方で、
売却または賃貸をご検討されている方は、情報をお待ちし
ております。
問合せ：かわせみの家　電話 042－783－1333

ドネーションイベント第１弾

土地を探しています！
障害者支援事業所（障害者自立支援法に基づく）の建設を目指して

「香 道｣「香 道｣「香 道｣
こう　　どうかわせみ会

からの
お知らせ

【申込み】ボランティアセンター　電話 042－786－6181
E-mail:svc@sagamiharashishakyo.or.jp 

ボランティア懇談会ボランティア懇談会ボランティア懇談会

日　時：３月11日（水）午後１時30分～３時30分
場　所：津久井文化福祉会館（相模原市津久井町中野633-1）３階 研修室

　日頃のボランティア活動についてのお話や情報交換等をしませんか？
ボランティアさん同士の交流の場として、ぜひご参加ください。
＊いるかバンク登録者懇談会も兼ねています。

「いるかバンク」って何 ??「いるかバンク」って何 ??「いるかバンク」って何 ??

・他の人はどんな活動をしているのだろう …
・活動したいけれど不安で …

内容　情報交換、ボランティア活動紹介
　　　車椅子介助体験

市民みんなのボランティア登録制度です。
ボランティア活動をしてみたいという方に、活動したい内容や
活かしたい趣味・特技を登録していただき、登録情報をもとに
活動をご紹介します。

【問合せ】しろやまボランティアセンター　電話 042-783-1212

配食ボランティア募集！配食ボランティア募集！配食ボランティア募集！

活動日時：月・火・木曜日 …　午前11時～正午
　　　　　金曜日　　　 …　午後４時～５時
　　　　　　＊時間帯は多少延びることもあります。
　　　　　　　（１日でも可）
活動場所：城山保健福祉センター集合・出発 ～ 城山町内
配達方法：個人の車または自転車等で配達

　高齢者等の給食サービスのお弁当配りボランティアを
募集しています。

『社協さがみはら　みんないいひと　
しろやまだより　録音版・点字版』

目の不自由な方にご紹介ください！

◆３月12日(木) [予備日13日]
　　行き先：コミュニティー広場・本沢梅園（２時間コース）
時　　間：午前９時20分集合　　　　
集合場所：城山保健福祉センター
【問合せ】城山ワン・ツーウォークの会
 井橋　電話 042－782－4051
 竹田　電話 042－782－2759
 土屋　電話 090－2179－1820

健康ウォーキングに参加しませんか♪健康ウォーキングに参加しませんか♪健康ウォーキングに参加しませんか♪

参加費 50円

【申込み】市社協城山町地域事務所　電話 042－783-1212

テーマ「老後をどう生きる」テーマ「老後をどう生きる」テーマ「老後をどう生きる」

時　間：午後７時～９時（受付　午後６時30分～）
場　所：城山保健福祉センター 1階 健診室
定　員：30名（定員になり次第締め切り） 
参加費：無料

城山福祉スクール

日 に ち

3月12日 ㈭

3月17日 ㈫

3月24日 ㈫

内　容・講　師
「老いるということ～現代の高齢者問題」　
　　講師：明治学院大学社会学部

社会福祉学科　教授　岡本多喜子 氏

「高齢者と家族の関わり
～虐待のメカニズムと地域支援」

　講師：日本高齢者虐待防止センター
事務局長　梶川　義人 氏

「老いをどう生きる
～老年期の心理課題と心のシフトチェンジ」

　講師：桜美林大学加齢・発達研究所　非常勤研究員
音楽療法士　有田　昌代 氏

　老後の不安を抱えた現代の高齢化社会の中で、望まれる老後をどう
過ごしていったらいいのか。老年期に生じる諸問題から高齢者福祉に
関する制度や社会の動向を学びます。

１
日
目

２
日
目

３
日
目

在宅サービス
ご利用ください！

●移送サービス
　車いす等をご利用の方が通院・
公共機関での手続きなどの外出
の際、リフト付福祉車両による
送迎を行います。
　運行領域：町内及び近隣
　利用料金：1km 50円
　　　　　　待機料有り

●ふれあい給食サービス
　食事作りが困難な一人暮らしなどの高齢
者世帯等に昼食、夕食の配達や安否確認を
行います。
　実施回数：週４回（月・火・木曜日：昼食  金曜日：夕食）
　利用料金：1食　400円
※申込みについては、城山地域包括支援センター

　電話 042-783-0030まで。

●福祉用具貸出し
　車いすや松葉杖などを無料でお貸し
します。
　車いす　２週間以内
　歩行器　１週間以内
　松葉杖　２か月以内
※福祉用具の賃借料一部助成も行っています。
詳しくはお問合せください。

詳しくは、市社協城山町地域事務所へ
電話 042－783－1212

在宅サービス
ご利用ください！


