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「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。
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本紙は、偶数月20日発行です。

地元の地域で、空いている時間で、できることからはじめる有償のボランティア 
有料家事援助・介助サービス 

ふれあいサービス 募集！ 協力会員 協力会員 協力会員 
　市社協が実施する「ふれあいサービス」とは、地域で暮らすお年寄りや心身に障害がある人等で、家事援助や介助が必要な人（利用会
員）に、同じ地域でその内容に応じられる人（協力会員）が有料でサービスを提供する会員方式の市民参加型在宅福祉サービスです。 

協力会員への謝礼：平日の午前9時～午後5時まで30分350円、午前7時～午前9時、午後5時～午後7時及び、日曜日・祝日・年末年始の午前7時～
午後7時は30分425円　※協力会員、利用会員共に年会費1,000円が必要です。 

　協力会員になるためには、ふれあいサービスセンターへの登録が必要です。登録できる方は市内在住の20歳以上で、次の「ふれあいサービス協力
会員基礎研修会（無料）」を受講する必要があります。 

ふれあいサービス協力会員基礎研修会：平成20年10月16日（木）～17日（金）午前9時30分～午後4時 
会　　場：津久井文化福祉会館（相模原市津久井町中野633-1）3Ｆ研修室 
研修内容：高齢者・障害者の理解、コミュニケーション技法、車いすの操作方法など 

【問合せ】市社協津久井町地域事務所　電話 042-784-3393

みなさんが住む地域には 

空いている時間に訪問し、普段
行っていること・できることを
家事等の援助に活用！ 

心身が不自由なために家事等ができ
ないで困っている人がいます。 

普段の生活で当然のように家事等を
行っている人々がいます。 

※既にホームヘルパーや介護福祉士等介護
の資格をお持ちの方は、基礎研修会を受講
しなくても協力会員として登録することが
出来ます。 

健康づくりは毎日の食生活から 健康づくりは毎日の食生活から 
～食生活改善推進団体わかな会からのお知らせ～ 

持 ち 物：材料代400円、エプロン、三角巾、筆記用具、タオル 
会　　場：津久井文化福祉会館　3階　調理室 
申込・問合せ：わかな会 池上　電話 042-784-2436

9月18日（木） 
エコクッキング講習会 
“無駄なく美味しい調理実習” 

10月10日（金） 
栄養表示を考えた調理実習 
“自分にあった食材を使った調理実習” 

日　　時：9月21日（日）午前9時～午後2時（雨天決行） 
会　　場：津久井生涯学習センター　体育館 
　　　　　※体育館履きをご用意ください。 
参 加 費：100円（当日徴収） 
申込・問合せ：ほのぼの100人運動会実行委員会 
　　　　　電話 042－684－3581（地域作業所やまのべ館内） 

　心の病を持った人たちを中心に地域の人との交流を深める運動会です。 
どなたでも参加できます。たくさんの方の参加をお待ちしています。 

ほのぼのほのぼの100人運動会のお知らせ人運動会のお知らせ ほのぼの100人運動会のお知らせ 

共同募金運動のお知らせ共同募金運動のお知らせ 共同募金運動のお知らせ共同募金運動のお知らせ 共同募金運動のお知らせ 
　昨年度の津久井町地域では
2,846,498円の募金をお預か
りすることができました。 
　今年も10月１日から赤い羽根
の共同募金運動が始まります。 
　地域の皆さまの温かいお気持
ちを福祉のためにご協力をお願
いします。 

10月1日～12月31日まで 

昨年度の街頭募金の様子 

　いつまでも自分らしく、元気に過ごしていきたいと願うあなたに…　
身近な地域の会場で「元気を維持する秘訣」を学んでみませんか？ 
対　　象：津久井町地域にお住まいの65歳以上の方 
定　　員：20名程度 
会　　場：津久井文化福祉会館 
申込・問合せ：津久井地域包括支援センター 
　　　　　電話042－780－5790 
☆この事業は相模原市の委託を受けて実施しています。 

介護予防はじめて教室 
～地域包括支援センターからのお知らせ～ 

日程：9/25（木）、10/1（水） 
　　　10/8（水）、10/22（水） 
　　　11/12（水）　全5回 
時間：午前10時～正午 

～今年も開催します～第3回津久井町地区社会福祉協議会ふくしの集い
津久井町地区社会福祉協議会（9支部を含む）では、地域住民による福祉活動を推進するために、今年も楽しみながら福祉にふれあい、地域福祉に

取り組む人々の輪を広げる機会として、第3回「ふくしの集い」を開催します。
高齢者や障害者、そして子どもたちにとって、安心して暮らせる地域をみんなの手で築きましょう。
日　時：10月18日（土） 午前11時～午後3時30分
会　場：津久井文化福祉会館
【主な開催内容】○演芸の部　○福祉体験コーナー（点字・録音・車いす体験・視覚障害者ガイドなど）

○模擬店（9支部で実施します！）
問合せ：津久井町地区社会福祉協議会 （市社協津久井町地域事務所内） 電話 042-784-3393

昨年度の手話体験
コーナーより
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「ねんきん特別便」をご存知ですか？ 
～社会保険庁からのお知らせ～ 

　年金を受けている方と年金制度に加入している方に、4月から「年金特別便」をお届けしています。
お手元に届きましたら内容を十分にご確認ください。 
　ご質問・お問合せは、下記の「ねんきん特別便専用ダイヤル」までご連絡ください。 

ねんきん特別便専用ダイヤル　電話 0570-058-555
＜受付時間＞月～金曜日：午前9時～午後8時 
　　　　　　第2土曜日：午前9時～午後5時 

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 
9月・10月の予定 9月・10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、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 

 青 野 原   8日（月） 10：00 ～ 12：30 青野原小学校 

 三井 名手 29日（火） 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 

 中　　野 14日（月） 1：30 ～ 3:00 上町（自） 

 又　　野   2日（火） 1：30 ～ 3:00 又野（自） 

 中　　央 15日（火） 1：30 ～ 3:00 津久井中央小学校 

 鳥　　屋 22日（月） 12:00 ～ 1:30 大上（自） 

 青　　根   1日（月） 1：30 ～ 3：30 上青根（自） 

■ 9月　やすらぎステーション予定表 ■ 10月　やすらぎステーション予定表 
※表の（自）は自治会館の略 

お 休 み で す 

お 休 み で す 

お 休 み で す 

お 休 み で す 

 串　　川
 

16日（火）
 10:00 ～ 11:30 石ヶ沢（自） 

   1:30 ～ 3:00 宮前（自） 

 青 野 原   8日（月） 10：00 ～ 1１：30 青野原小学校 

 三井 名手 28日（火） 10：00 ～ 11:30 三井地域センター 

 小　　網 28日（火） 1：00 ～ 2：30 小網地域センター 

 中　　野 20日（月） 11：00 ～ 2:00 森戸（自） 

 又　　野   7日（火） 10：00 ～ 3:00 又野（自） 

 中　　央 21日（火） 11：00 ～ 1:00 中央地域センター 

 鳥　　屋 18日（土） 11:00 ～ 3:30 ふくしの集いに参加 

 青　　根   6日（月） 1：30 ～ 3：30 音久和（自） 

 串　　川
 

21日（火）
 10:00 ～ 11:30 土沢（自） 

   1:30 ～ 3:00 金原（自） 

お 休 み で す 

地区社協青野原支部（尾崎洋子支部長）では、福祉推進員、民生委員児童委員、老人クラブ、婦人会、
小学校PTA、中学校PTA、人権擁護委員の方々を委員に迎え、「青野原地区」の住民が相互に協力し、地
域の社会福祉増進に努めています。
「最近は、青野原小・中学校のご協力により、支部社協の活動会場を学校内にさせていただいています。

以前は、地域の高齢者だけに呼びかける事業が多かったのですが、小学生や中学生やその保護者の方々な
ど、社協活動に参加する世代が広がりつつあります。」と語る尾崎支部長。「私たち社協の役員も地域のボ
ランティアなのですが、高齢化が進む中で、もっと多くの人たちに気軽に参加していただき、地域の和が
広がることを願っています。」

地区社協地区社協の支部活動紹介支部活動紹介  （⑧青野原支部） 

6月に青野原小学校で行われた「ふれあい交流会」
110名の参加がありました。

点字版・録音版広報紙を
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

平成20年度も年間9回のやすらぎステーション事業の企画をはじめ、福祉バザーや地区社協ふくしの集い事業への参加など、地域の皆さんに喜んで
もらおうと、盛りだくさんの事業が組まれています。「確かに役員はやることが一杯あります。でも、小・中学校を会場に活用していると、子どもた
ちにより良い地域の“つながり”を残していきたい気持ちも湧いてくるのです。」と、尾崎支部長から次世代につなぐ温かな気持ちを伝えていただき
ました。


