
平成19年度 
第 2 回 ひとり暮らし高齢者昼食交流会を開催します！ 当日の主な予定プログラム 

10：45～健康体操（講師：田村須美子氏） 

12：00～交流会 

13：10～日本舞踊・新舞踊「夢寿々扇会」 

14：30～茶話会 

日　時　3月14日（金）　午前10時30分～午後3時 
会　場　津久井文化福祉会館 2階和室・3階研修室（津久井町中野633-1） 
申込み　2月27日（水）までに担当民生委員に 
問合せ　市社協津久井町地域事務所　電話：042-784-3393
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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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病院・公共機関等へ福祉車両による送迎をしています！ 病院・公共機関等へ福祉車両による送迎をしています！ 病院・公共機関等へ福祉車両による送迎をしています！ 
～津久井町地域福祉有償移送サービス～ 

　相模原市社会福祉協議会津久井町地域事務所では、身体障害者手帳を交付されている方や介護保険の要介護認定を受けて
いる高齢者等で、お一人で公共の交通機関を利用する事が困難な方等のために、福祉有償移送サービスを実施しています。 

　福祉有償移送サービスは、病院への受診や福祉施設への入・退所、官公庁への手続き
等で利用することができます。 
①利用料　1km50円（ご自宅から目的地までの乗車距離分） 
②待機料（車両が待機する場合）　1時間300円（最初の30分は無料） 
の費用がかかります。 

　福祉有償移送サービスの運転員は、運転と介助の専門の研修を受講していますので、
安心してご利用ください。 
問合せ　市社協津久井町地域事務所　電話：042-784-3393

小回りの利く小型移送車両（リフト付のワゴン車〔福祉車両〕等もあります） 

市社協非常勤職員（平成20年4月1日採用）の募集 
①あんしんセンター生活支援員（募集人員１名）＊要普通自動車運転免許 
　勤務時間　月～金曜日のうち週3日程度で午前9時～午後4時（祝日を除く） 
 
②事務局事務補助員（募集人員１名） 
　勤務時間　月～金曜日　午前10時～午後4時30分（祝日を除く） 
　～以下①・②とも共通事項～ 
　賃　　金　時給840円 
　勤務場所　市社協津久井町地域事務所（津久井町中野633） 
　問 合 せ　市社協津久井町地域事務所　電話：042-784-3393

平成20年4月入校生募集 平成20年4月入校生募集 ★★ ★★ 

神奈川障害者職業能力開発校からのお知らせ 
 I Tエンジニアを養成する・コンピュータ制御コースほか大募集！ 
入校選考日　平成20年3月6日（木） 
会　　場　神奈川障害者職業能力開発校（相模原市桜台13－1） 
受付期間　平成20年2月28日（木）まで 
問 合 せ　神奈川障害者職業能力開発校 
　　　　　電話：042-744-1243　　FAX：042-740-1497

津久井地域包括支援センターからのお知らせ 

介 護 者 の 会 開 催 
～介護者の会は自宅で高齢者を介護している方の交流の場です～ 
日頃の介護生活を話し合って親睦・交流をはかりませんか？ 

日　　時　3月3日（月）　午後1時～3時 
会　　場　津久井地域福祉センター 
　　　　　（津久井町太井150-1　太井バス停下車徒歩１分 駐車場有） 
参加方法　直接会場にお越しください 
問 合 せ　津久井地域包括支援センター  電話：042-780-5790

心の病のことを真剣に考えている家族の集まりです 

　心の病が悪化したときの驚き、とまどいなど、自分だけではどうしたら
良いのか分らないものです。 
　一度、私たちと一緒に勉強しながらお話ししてみませんか。 

日　時　3月16日（日）　午後1時30分～5時 
会　場　津久井文化福祉会館3階 視聴覚室（津久井町中野633-1） 
後　援　障害者地域作業所 やまのべ館 
問合せ　津久井町みどり会 軽部（かるべ）　電話：042-784-2622

第12回かわせみの家チャリティーコンサート 第12回かわせみの家チャリティーコンサート 第12回かわせみの家チャリティーコンサート 
「クリス＆ショウコ  パーカッション  デュオ」 
～共に音楽にふれながら地域・仲間づくりをしませんか～ 

日　時　3月15日（土）午後2時～3時30分 
会　場　城山総合事務所第1別館  城山公民館2階大会議室 
　　　　（城山町久保沢１-3-1） 
協力券　大人 1,000円（前売り） 1,300円（当日） 
　　　　子供 　500円（前売り）　 700円（当日） 
問合せ　社会福祉法人かわせみ会　 
　　　　かわせみの家　電話：042-783-1333

～平成19年度市社協賛助会員募集結果（津久井町地域分）について～ 
　津久井町地区自治会連合会のご協力のもと、6,852,650円の賛助会費をお預
かりすることができました。ご協力誠にありがとうございました。 
　平成19年度市社協賛助会費は、主に市社協が発行する広報紙などの福祉啓発
事業や地区社協への活動助成金、ボランティアグループ・福祉団体活動助成金、
地域事務所の運営費として活用させていただきます。 
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福祉用具の貸出をしています！ 福祉用具の賃貸料助成事業 福祉用具の貸出をしています！ 福祉用具の賃貸料助成事業 福祉用具の貸出をしています！ 
　市社協津久井町地域事務所では、福祉用具の貸出
（無料）をしています。ご利用ください。 
・利用対象：市内在住在勤の方（入所・入院は不可） 
・申請時にその場で貸出をしています。 
・数に限りがありますので、ご相談ください。 

問合せ　市社協津久井町地域事務所　電話：042－784－3393

品　目 

車いす・介護車 

松  葉  杖 

貸出期間 

3か月以内 

2か月以内 

福祉用具の賃貸料助成事業 
福祉用具の賃貸料の一部を助成しています。 
・利用対象：在宅療養中の方で、次のいずれかの方 

①介護保険対象外の方、②身体障害者手帳
で用具の給付対象外の方、または給付申請
中の方、③病院等からの一時帰宅の方 

品　目 

車いす・介護車 

エアーマット 

電動介護ベッド 

賃貸料助成期間 

1か月単位で 

3か月まで 

やすらぎステーション やすらぎステーション やすらぎステーション やすらぎステーション 
3月・4月の予定 3月・4月の予定 

やすらぎステーションは、地域の方々と高齢者との交流の場です。
楽しいひとときを過ごしています。どうぞ、お気軽に参加ください！ 

やすらぎステーションの送迎等については、市社協津久井町地域事務所（電話 042-784-3393）まで問い合わせください。 

 地　区 日にち 時　　間 場　　所 

 串　　川 22日（火） 10:00 ～ 2:00 城山公園（雨天時根本（自）） 

 青 野 原 10日（月） 10：00 ～ 1１：30 青野原小学校  青 野 原 14日（月） 10:00 ～ 11:30 青野原小学校 

 三井・名手   三井・名手 13日（日） 11：00 ～ 1:30 三井地域センター 

 地　区 日にち 時　　間 場　　所 

 小　　網 22日（火） 1：00 ～ 2:30 小網地域センター  小　　網 24日（月） 1：00 ～ 2：30 小網地域センター 

 中　　野 14日（月） 1：30 ～ 3:00 川坂（自） 

 又　　野   1日（火） 1：30 ～ 3:00 又野（自） 

 中　　央 19日（火） 1:30 ～ 3:00 中央地域センター 

 鳥　　屋 21日（月） 未定   野　外 

 青　　根   7日（月） 11:00 ～ 2:00 青根いやしの湯 

 串　　川
 

18日（火）
 10:00 ～ 11:30 根本（自） 

   1:30 ～ 3:00 稲生（自） 

 中　　野   8日（土） 1：30 ～ 3:00 文化福祉会館 

 又　　野   4日（火） 1：30 ～ 3:00 又野（自） 

 中　　央 15日（火） 1：30 ～ 3:00 中央地域センター 

 鳥　　屋 17日（月） 1:30 ～ 3:00 中下（自） 

 青　　根   3日（月） 1:30 ～ 3:30 音久和（自）　 

■ 3月　やすらぎステーション予定表 ■ 4月　やすらぎステーション予定表 

お 休 み で す 

※表の（自）は自治会館の略 

お 休 み で す 

お 休 み で す 

地区社協中央支部（松本利一支部長）では、自治会長や民生委員をはじめ、様々な立場の方33名が
役員・委員として活動しています。「住民にできることは何かを考えながら、皆さんボランティアとして
真剣に取り組んでいただいています」と松本支部長は話されます。
現在、中央支部ではやすらぎステーションをはじめ、地元の小学生や津久井高校の生徒との地域・

世代間交流などを行っていますが、「災害時、この地域では本当に助け合うことが出来るのか、今後ま
すます少子高齢化することを考え、ひとり暮らしの方にどのような支援をしたらよいのかなど、多くの
議論を重ねています」と、役員・委員の皆さんの大変な熱意と結束が伺えます。
更に、「より細やかな支えあいのネットワークの必要性を、地域の皆さんに知ってもらい、協力してい

ただく必要があります。そのためには、やすらぎステーションだけでなく、より小地域でのサロン活動
を展開したいと考えています」と、自分たちの地域は自分たちで創る、そのような気概を感じました。

地区社協の支部活動紹介  （⑤中央支部） 
～防災も少子高齢化も・・・私たちは小地域で支えあう意識を大切に活動しています～ 

交通安全・防犯について子どもたちと学びます

点字版・録音版広報を発行しています！
社協さがみはらみんないいひと「つく

いだより」の点字版・録音版広報を発行
しています。
電話で申し込んでいただければ、自宅

に郵送でお届けいたします。（郵送代等の
負担は一切ありません）
ご近所、お知り合いの方に目の不自由

な方にお伝えください。
○申込み・問合せ 電話 042-784-3393


