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ボランティアがともに一緒になってこの

この数年でなんとか達成したかった課

●二〇一四年度には、傾聴活動をスタート

ました。これらのことは、サポーターを始め、

題の中では、協会事務局体制の改善がま

仕組みを支えていただくようお願いいた

南連絡所の関係者の皆様の大いなるご協力

だまだの状況にあります。日々の活動連

させ、南連絡所をあじさい連絡所に統合し、

によるものであることはご承知のとおりで

絡調整、イベントなどでの支援活動、法

します。

す。これらのことにより、大幅に財政事情は

人事務など多くの仕事を受け持っていた

さらに、事務局の体制においては、庶務担当

改善されることになりました。

だいておりますが、まだまだ十分な体制

◆残された課題は

ます。今年も元旦はまさしく日本晴れ、い

●二〇一五年度には、ハンディキャブ活動に

ができたとは言えません。会員の皆様の

から事務局サポーター制度へと変更を行い

い天気でしたね。皆様、それぞれ素晴しい

おいて、セダン型運行を正式に開始し、九号

一年一年、少しずつではありますが、私た

今年思うことは「それでも前へ」です。

とだと思っています。

むかっていますことは、本当にありがたいこ

が、少しずつではありますが、増員の方向に

者を得ることは簡単ではありませんでした

有の車両を使用しての活動のため、活動参加

工夫をしないといけないと考えております。

進みつつありますので、活動ＰＲなどに

況です。活動していただける方の確保は

ますが、中央区と緑区ではまだまだの状

傾聴活動も南区では順調に拡大してい

いことも多く、足踏み状態に陥っているこ

の過程の中では、なかなか簡単にはいかな

す方向に向かって進んでまいりました。そ

かりとした成果が継続的に出てきており、あ

理解いただき、支援していただく活動もしっ

●ここ数年、市内の企業の皆様に当協会をご

の新車への入れ替えも検討しているとこ

後の大きな課題です。来年度は古い車両

不足、セダン型活動への参加者不足も今

ハンディキャブ活動では、運転要員の

の確保は喫緊の課題です。

ろから、活動に参加していただける会員

りがたいことだと考えております。

く、前へ進みましょうという思いを表現し
ております。

難な若者への支援など、新たな活動への取

いさがしサポーター事業への協力や就労困

すことが大切であるということから、住ま

●二〇一三年度には、協会らしさを打ち出

した。

ために、利用者の皆様のご協力が必要でござ

ちの福祉有償運送事業の持続性を確保する

負担は申し訳ないことではありますが、私た

しました。利用者の皆様にとっての追加的な

迎車回送料を追加していただくことといた

来年度からハンディキャブ福祉有償運送に

いただきますよう、新年にあた

ってもいいよ」と是非声を出して

役に立てるのでは」
という思いを大切に、「や

いたご協力が不可欠です。
「こんなことなら

皆様の自発的なボランティア精神に基づ

ました。多くの課題の解決には、会員の

以上、ここ数年の動きと課題を列挙し

◆それでも前へ

り組みを開始しました。また、財政面での

います。十分なご説明をこれから行ってまい

って改めてお願い申し上げます。

さらなる財政安定化のための検討を進め、

改善は待ったなしの状況であり、そのため

りますが、従来にも増して、利用者の皆様と

改めて、ここ数年の歩みをまとめてみま

◆今年度は

ともあります。それでも、後退することな

◆ここ数年の歩み

ちが抱えている課題を解決しながら、目指

いて述べさせていただきます。

会員の皆様あけましておめでとうござい

新年を迎えられたこととお喜び申し上げま

ご協力がいただきたいところです。

拶

車は売却しました。セダン型運行は運転者所

それでも前へ

ご
挨

会長 西本 敬

の
年

す。年頭にあたり私たちの協会の現状につ

新
の具体的な施策の検討を進めました。
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二〇一七年度役員に七氏が立候補
当協会の次期理事定数七に対して、左記の
七氏が立候補届を提出しました（五十音順）
。
石関清美 新(任 )
小野明雄 留(任 )
杉本榮治 留(任 )
鈴木秀美 留(任 )
髙橋功 新(任 )
町田紘一 留(任 )
吉留勉 留(任 )
なお、信任投票は本年二月一日から同二十八日

小倉画

までの間に行います。投票箱は「あじさい連絡所」

小倉義男

２月 15 日で、1950 年のこの日、
のび太くんのパパがママと知り合った
より。なおパパとママの名前は、

野比のび助さん
たまこ
野比玉子さん
です。
の び

て るお み

精神保健ボランティアグループ ひびき
ね ぎ し

会長 根岸 昭臣
ひびきは平成四年に結成されました。活動は
多岐に渡っています。
①精神保健ボランティア講座の企画・運営
②交流の場として四か所で行っています。ほっ
とハウス（民間のアパートを借りてのフリー
スペースです）
・ひまわり（女性だけの集ま
り）
・ラベンダー（うつの人達の集い）
・すず
らん（誰でも来ておしゃべり中心の集い）
③かめの集い（精神疾患の人達と一緒にゲーム
やクイズやビンゴゲームで楽しむ会）
④当事者会の支援（講演会やバーベキュー大会
などを共催）
これだけの活動をしていて頭を痛めることがあり
ます。会員数が五十五名と多い割には活動をする人
が偏っていることです。希望として全員が年に一回
でも二回でも何らかの形で関わってくれることで
す。
さて、ボランティア活動をして学んだことは、同
じ人間・・・人としてこの世に生まれて来た。なり
たくって障害や病気になったのではない。ハンディ
キャップがあるだけ。友達として、仲間として付き
合う。相手のペースで・・・一緒に、同じ歩調で動
く。ボランティアだからと言ってやりすぎない。社
会は効率、能力を求めているが、障害特性を理解し
て相手に合わせる。存在を認める・・・その人の話
しに耳を傾け、心に寄り添い、受け入れる。
ボランティアとして心がけていることは、①いろ
いろな話題、雑学を豊富に持つことで引き出しが増

トワーク良く動いて、色々な講演会・講座・サロン

などに参加し、情報を得るようにしている。③積極

的に・・・ボランティアをやる以上は自分から情報

を集め気に入ったのがあれば活動している。

最後に今までボランティア活動をしてきて正直な

ところ簡単なようで難しいです。あの時の言い方は

きつかったかな、出しゃばり過ぎたかな、無視した

かな、など寄り添い方の難しさを痛感しています。

ボランティアも人生と同じです。活動すればするほ

ど成長するし、失敗してもそれを糧に学んで生かし

て行けばいいし、七転び八起の精神です。頑張りま
しょう。

精神保健ボランティアグループ「ひびき」の会長

さんのお言葉は、傾聴活動を行っているボランティ

ア協会にとっても、すごく参考になります。

（広報委員）

今後とも情報交換等を通じ、色々学ばせて頂けれ

ばと願っています。

酉年にちなみ、鳥の漢字読みクイズです。さて、

何羽読めるかな？（ ）内はヒントです。

①家鴨（アンデルセンの童話にも登場）

「子規」など、漢字表記がたく
②不如帰（他にも「杜鵑」
さん）

③鵞鳥（バドミントンのシャトルはこの羽から）

④郭公（童謡「静かな湖畔」の中にも登場）

⑤駝鳥（サバンナをさっそうと走ります）

⑥鵲（天の川に橋をかけます）

⑦山原水鶏（沖縄に生息する天然記念物）
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に設置しますので、会員の皆様は持参、または郵
送で投票を行ってください（ＦＡＸは不可・二十

役員選出管理委員会

二〇一七年一月吉日

２月の記念日は？

ボランティア団体紹介 Part②

え、コミュニケーションを取りやすくなる。②フッ

＊答えは次ページに

皆さ～ん、忘れずに
投票してね～！

日だそうです。原作版『ドラえもん』

八日消印有効）
。

ふたりが出会ったのは？
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ボランティア活動グループ訪問記
介護保険の新しい制度により
活動を始めたばかりの
「相南フレンドリーの会」

安心して頂ける支援が提供できます。
支援を受けるには、日常の生活で買い物が一人では
大変、ゴミ出しがむずかしい、外出もなかなか大変に
なったなどの人が、まず高齢者支援センターに相談し
て市への申請手続きを経て、要支援１・２相当の判定
を受けた人に対し、ケアプランに従って買い物の介助

た かあ き

ぼらんてぃあ通信版
ツイッターコーナー

たかはし

気ままな応援

高橋 隆昭

ブ通信の創設にかかわった一人として原稿を書

一月十三日（金）午後、小田急江ノ島線東林間駅よ

くことに感慨一入。創立時よりボラ協に邁進の尽

ボラ協創立の一員で、本誌の前身ハンディキャ

ものです。支援を受ける方が健康を維持し続けて生活

力をされておられる会長、理事さんに感謝。ボラ

援を行います。ゴミ出しは週二回一月一〇〇円となっ

利用料金は一回一時間一〇〇円で買い物や散歩の支

動団体の協賛など、これからの協会の使命として

ボランティア養成講座、傾聴活動の推進、福祉活

氏の取材姿勢に感嘆しております。事業として、

協の活動の印象、ぼら通の充実した構成、編集諸

かんがいひとしお

出来ることが、介護予防につながります。そのための

や散歩の介助、ゴミ捨ての支援などのサービスを行う

え ざ わ いちろう

取り組み支援が期待されています。

り徒歩二〇分ほどの東林公民館へ。新しく活動を始め
しまだ ゆ み

られた「相南フレンドリーの会」の会長江澤一郎さん
と副会長の島田由美さん、そして市社協東林地区生活
たなか あつこ

ています。このような支援

支援コーディネーターの田中敦子さんにお話を伺い

昨年十一月発行のぼらんてぃあ通信四二〇号一ぺ

は「訪問型住民主体サービ

一層の充実を期待しています。

ました。今日は活動日ではないのですが、私たちの都

ージに紹介した内容に関連していて、平成二十八年四

ス」と呼ばれ、運営には市

＊ロンより証拠、ヤス請け合い 私(の未発表の川

人を対象とした支援を、ボランティア団体が担うとい

合に合わせてくださいました。

月から新制度が始まった介護保険要支援１・２相当の

の補助金も受けられ、スタ

柳 中)曽根元総理、ロナルド・レーガン元米ア
メリカ大統領との首脳会談より
ハートポイント」が受けられ

時代に何を見つけるのかがボラ協の課題。

ます。
今始まったばかりのサー

想いだけが、精一杯の見守りです。
目の地域で、見守りや有償ボランティアの活動と並行

そうですが、相南一～四丁

ビスで周知度はまだまだだ

応援メッセージとの思いも見つからず、今様の

ッフは「さがみはらふれあい

う活動をいち早く立ち上げた団体です。
会長の江澤さんは自治会の福祉活動に参加したこ
とがこのボランティアを始めた原点で、スタッフ全
員、同じ自治会で見守り活動に参加している方たちで
す。現在、自治会の見守りは八〇世帯ほどあります。
副会長の島田さんは民生委員もなさっています。地
域の見守り活動を通じて、支援の必要性を痛感し、昨

「地域福祉は地域の住民で担う」「気楽に活動しなが

④カッコウ

①アヒル

⑦ヤンバルクイナ

⑤ダチョウ

②ホトトギス

しながら続けて行きます。
て昨年十一月一日に

ら続けていくことがお互いの生活に潤いが生まれると

⑥カササギ

私の番

③ガチョウ
「相南フレンドリー

（山崎、植野）
たものです。現在スタ
会長 江澤一郎

に出かけ、商売繁盛を願いましょう。

などでは縁起の良い干支となっています。酉の市

酉年の「とり」は「とりこむ」と言われ、商売
タッフの資格を取得

相模原市南区相南二―九―二七

＊相南フレンドリーの会
できる市の講座を修

電話 〇四二―七四四―〇一六〇

ッフは九人います。ス

了していて、利用者に
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Twitter

思う」というお話も聞けました。

年夏から準備を始め

スタッフのみなさん

の会」をスタートさせ

お話を伺った右から田中さん、
江澤さん、島田さん

8(水)

15 時

定例理事会

11(土)

10 時

18(土)

8時
13 時
13 時

HC 委員会
黄色いレシート
キャンペーン
ボウリング大会
事務局委員会
ぼら通印刷

13 時
13 時半
15 時

ぼら通発送
総合企画委員会
情報戦略委員会
20(月)

21(火)

理事会報告

一月十日（火）十五時から（理事八名）
◆情報戦略委員会
・ホームページの改定は費用を含め検討する。
◆広報委員会
・次回二月六日開催
◆ハンディキャブ委員会
・桜まつりパレードには三台で参加
・利用料金改定周知方法、入会申込書の改訂を検討
・十号車の損傷、修理計画を了承した。
・今年度六名の運転者（セダン三名）の加入があっ
た。
◆総合企画委員会
・傾聴活動の中央区での活動について検討。
◆事務局委員会
・委員会は一月より事務局員全員参加に変更
◆講座検討委員会
・春講座（傾聴入門講座）の担当、三日目の企画内
容を確認、また来年度の基礎講座の日程を決定
①七月八日 ②七月十五日 ③七月二十二日
◆新規事業
・新春ボウリング大会 二月十八日開催
参加者、ボランティア募集中
◆審議事項
・十号車に替わる新規購入計画を承認した。
二十九年六月日本財団へ補助金申請する。
・予算執行状況について確認した。
・総会に向けて予定、検討事項を確認した。
◆その他
・ほかほかふれあいフェスタについて経過報告
来年度に向けて二月十四日の幹事会で検討
◆桜まつりには福祉ブースへの出店、福祉バザー、
パレードに参加。
次回理事会 二月八日（水）
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理事のつぶやき

内 容
広報委員会

雅

時間
13 時

このことは若い世代にも起きています。高校や専
門学校への進学に際し奨学金を借りることは昔から
ありますが、卒業時の借入額が３～４百万円になる
ことは珍しくなく、就職して社会人としてスタート
を切る時点で大きな負債を抱えているのです。大企
業以外では給料額も高いものではないため、返済に
追われ結婚などを含めた人生設計が立てられない状
況に陥るのです。ここでも孤立が生まれてしまいま
す。
子育てにおいても同様なことが起きています。子
供の学費やら世帯の生活費は年々増加し最低限の必
要経費は増える一方ですが、世帯の所得がそのスピ
ードに追い付けるはずはなく、支出をぎりぎりまで
抑えることしか自衛手段が残されていません。この
ことが世帯間の格差を生み、世帯孤立を生じさせて
います。
清潔で衛生的でおもてなしの国と海外に向けて発
信している私たち＝日本ですが、大切な大切なお互
いの暮しを、足元の揺らぎをいろいろな角度から眺
め、人々を疎外しない地域、包括的に受け入れる社
会のあり方について、ま正面から考えて下さる人が
一人でも増えていくことを望んでいます。

日
6(月)

「新年早々辛口ですみません」
市社協 理 事 田 所
「ボランティア協会の皆さま、新年あけましておめで
とうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたしま
す。
」
新年のあいさつから始めさせていただきましたが、皆
さまはお付き合いのある方へのあいさつをもう済ませ
ましたか？人との付き合いには様々な形がありますが、
「繋がり」を大切にすることは大切で有意義なものであ
ると誰もが感じています。繋がりは時に助け、助けられ
ることでさらに深くなっていくものです。言わば社会の
基盤であると考えられます。ところが、あいさつやお付
き合いには多少なりともお金や物が必要な時があり、こ
のことが世の中に大きな影を落としている場合が見受
けられます。
「金の切れ目が縁の切れ目」
。昔からよく言われる言
葉ですが、この言葉を思い出す場面が最近特に増えてい
るように思います。どういうことかというと…‥仕事柄
一人暮らしのお年寄りや、所得の少ない方の生活相談に
乗ることが多いのですが、そのほとんどの方は近所や親
戚との付き合いをしていません。齢を重ねることで体の
自由が利かなくなり、耳も遠くなり、普段の生活に不自
由を感じるようになっても、近所にちょっとした頼みご
とができないことが普通の世の中になっています。この
ことの大きな原因のひとつとして、年金など年間の所得
そのものが十分でないために、近所とのちょっとした付
き合いや親戚との冠婚葬祭などの付き合いを抑えざる
を得ず、
「何十年も音信不通」などということが起きて
いるのです。原因が原因だけに、一度関係が疎遠になっ
てしまうと負のスパイラルに陥ってしまい、なかなか関
係を回復することができません。そしてますます孤立し
ていくのです。

ボランティア協会 ２月のよてい
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二 月 十 六 日 （ 木）

手書き、または、パソコン

時

要約筆記 体験してみませんか。

日
午後二時～午後四時

場 所
相模原市障がい者支援セン

中( 央区松が丘
一の二十三の一

容

ター松が丘園三階研修室

内

・要約筆記の説明
・利用者（難聴者）のお話し

)

☆日時；２月２５日(土)１３時～１６時（この間入退場自由）
☆会場；レストランあい（ウエルネスさがみはら２階）
☆参加者；市内の障がい者団体(当事者,保護者,支援者,他)
☆参加費；無料（参加者にはケーキセットコーヒーか紅茶付）
☆申込；参加希望者は、各団体役員またはれんきょう事務局
☆問い合わせ、NPO 法人れんきょう 事務局
TEL＆FAX 042-755-5282

・手書きまたは

すべての人が住みやすい社会をめざし、大きな“わ”と
なってつながり、私たちの町 相模原を共生の町にしよう。
日常の困りごと・苦労・悩みそして喜びなど・・・
しゃべり場で しゃべろう！

パソコンで要約筆記を体験

定 員 手書き・パソコン 各十五名

申込み 障がい者支援センター松が丘園

体(験会担当 迄)、体験会参加希望
と明記し、氏名・住所・連絡先電

話番号・希望コースをご記入の上、
二月十三日（月）迄に、ＦＡＸで

お申し込み下さい

申込・問い合せ先

話 ： ０ ４ ２ ・７ ５８ ・ ２ １ ２ １

相 模 原 市 社 会 福 祉 事 業団

電

Ｆ Ａ Ｘ ： ０ ４ ２ ・７ ５８ ・ ７ ０ ７ ０

○連協 カフェー しゃべり場
“わ”をつくろう！つながろう！
障がい者種別を超えて・・・

イベント情報

○発達障がいの方の「親なきあとの準備とは」
～安心・安全な暮らしを守るために～
講師；渡部 伸 氏 行政書士「親なきあと」相談室主宰
☆講演日時；2 月 18 日(土)13 時～16 時、受付 12 時半～
☆参 加 費；会員；無料、一般 500 円
☆定
員；１００名
☆会
場；相模原教育会館 3 階大会議室（１）
中央区富士見６-６-１３
電 話；042-758-2190
駐車場；３０台分（無料）
☆主催；相模原市自閉症児・者親の会【相模原やまびこ会】
☆申込・問い合わせ 担当；野口（090-3517-7337）

相模原市で活躍する会社紹介
総合建設
正
株式会社

総合建設 ㈱ 正建
３つのコンセプト

正建

01 提案力

創業 昭和 54 年４月
代表取締役 義見 亮太 さん (３９歳)
2017 年 相模原青年会議所 理事長
所在地 〒252-0328
南区麻溝台７-１２-１２
電 話 042-742-2955
ＦＡＸ 042-744-3667
URL;http://www.shoken-net.co.jp

注文住宅から、公共施設、増改築まで対応す
る総合的な技術力とノウハウをベースに、それ
ぞれのご予算・ご希望を最大限に活かしたムダ
のないプランを提案します。

02 地域密着
相模原、町田及び周辺エリアで 30 年以上建
物づくりを続けてきました。地元密着ならでは
のアフターケアの充実はもちろん、地域を知り
つくした提案や施工も当社の大きな特長です。
（施工範囲は東京・神奈川全域です）

す。営業力は大手にはかないませんが、建築技術、仕事

03 嘘のない建物

への誇り、地元への愛着はどこにも負けないと思ってい

嘘のある建物には必ず後悔が生まれます。
だから私たちは正しさ、正直さにこだわります。
施主様と偽りのない意見を交わすこと。建材の
品質や見えない所の施工までを正しく実行する
こと。当たり前のことのようですが、実行でき
ている建設会社は案外少ないのではないでしょ
うか。

ます。

安心して暮らせる正しい建築
総合建設 ㈱ 正建は、技術屋が集まってできた会社で

嘘のない建築を造るという姿勢のもと、建てたあとも
ずっと満足していただけるような提案をめざしていま
す。

☆事業内容
■総合建設業
■メンテナンス工事
―５―

■開発事業
■各設計・施工
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昨年 12 月 25 日（日）9 時 30 分～12 時、相武台団
地グリーンパーク商店街前広場で行われた「相武台グリー
ンパーク フリーマーケット」において、当協会の活動紹
介とハンディキャブ運転者募集を行いました。
当日の午前中はあいにくの寒い曇空でしたが、子供たち
からお年寄りまで野菜や食べ物（焼き鳥、おでんなど）や
衣類・装飾品の店などで買い物を楽しんでいました。これ
らの人達に宣伝ビラを渡し、ハンディキャブ活動を紹介
し、子供たちに車いす乗降車体験をして貰いました。
このフリーマーケットは、南地区の運転者 荒井さんが
協会旗・活動紹介看板・10 号車の前でパチリ！

主宰している団体「グリーンパーク ジモティ®」で毎月
1 回行っている行事です。
今回の試みは荒井さんのご提案

コーラスを
楽しんでます

仲間

に始まり、団体の皆さんの諸々のご準備によって実現した
ものです。翌日荒井さんから寄せられたメッセージを紹介

利用者 ＷＥさん

します。

８年前にケアマネジャーさんにハンディキャブを

今回のフリーマーケットでの皆様の努力は、報われる

紹介していただきました。しかし当時予約がなかなか

と思います。何も行動を起こさなければ、花も咲かず実

取れないため、利用を中断しました。その間頑張って

にならないです。

バスを利用してきました。しかし半年前から身体の状

私の活動の一つですが、毎週金曜日にみかんの木 136

況が変化してきたため、利用を再開しました。

本の剪定（せんてい）
、草刈り、摘果（てきか）を行って

10 年ほど前から公民館で月２回行っているコーラ

いて、今その成果が出て来ています。老人ホーム、障害

スに参加するため利用しています。ただ公民館の会場

児童施設、高齢者の皆様の少しでもお役に立てればと思

が 1 か月前に決まるので、それからハンディキャブを

い、収穫したみかんをプレゼントしています。

予約すると１回しか利用できない月があります。

今回は、入り口に過ぎないので継続的な行動が大切だ
と思います。現状の問題点、課題を共有して 1 人でもハ

ボランティアの皆さん、本当によくしていただいて
いるので感謝しています。

ンディキャブの運転手が入会する事をお手伝いいたしま
す。

12 月 26 日 荒井善友（ぜんゆう）

運行実績

「国認定講習」開催

第３四半期報告まとまる

第３四半期では、
「セダン型」運行（運転者の自家用車を
使用する運行）の利用件数の割合は 3３.6％でした。
500

国土交通省認定

福祉有償運送セダン等運転者講習ご案内
（主催団体の募集広告より）

＜日時＞
3 月 5 日（日）及び 12 日（日）
10 時～１６時２０分

400
300

利用件数
利用者延数

200

活動者延数

100
0

新たに運転を希望される方へ

お知らせ

＜場所＞
５日 ：かながわ県民センター
（横浜駅西口より徒歩 5 分）
１２日 ：ハーモニーみどり
（JR 横浜線中山駅より徒歩 7 分）

平成26 年度

平成27 年度

平成28 年度

連絡先：ハンディキャブ委員 井上

第１ 第２ 第３ 第４ 第１ 第２ 第３ 第４ 第１ 第２ 第３ 第４

０４２－７１５－０９８９

―６―
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地区社会福祉協議会 活動紹介 VOL２
“地域にある福祉課題を発見し、みんなで共有し、解決していく”
「福祉コミュニティ形成事業」の各地区の取り組み

世代を超えて誰もが気軽に集まれる場づくりを！
藤野地区社会福祉協議会

大塚章 会長

★平成 28 年 4 月 1 日現在
人口 8,966 人
高齢化率（65 歳以上） 32.3%
年少人口率（14 歳以下） 9.4%

藤野地区社協では、少子高齢化・中山間部という環境
の中、身近な地域の中でいざという時に助け合える関係づくりを目指し「世代を越えて誰も
が気軽に集まれる場を地域にたくさんつくろう！」という声をきっかけに、孤立をさせない
活動「たまり場」づくりを進めてきました。
平成２３年に緑区佐野川で「隣組のお茶飲み会」が発
足したのをきっかけに翌年以降、各地区に「たまり場」
の活動が生まれ現在では７地区で開催されています。
世代間の交流が進むように、ご近所での誘い合い、親
子参加の呼びかけや幼稚園との定期的交流等、それぞれ
の地区で工夫をしながら取り組んでいます。
また、ともしびショップ（緑区小渕）を拠点に、障が
い者と地域との交流を目的に「たまり場アップル」も開
催されており、地域の中で様々な形で活動が広がっています。

向こう三軒両隣り！ 顔見知りから見守り活動
相模湖地区社会福祉協議会 江藤堅一 会長

★平成 28 年 4 月 1 日現在
人口 8,478 人
高齢化率（65 歳以上） 34.4%
年少人口率（14 歳以下） 8.1%

市内で最も少子高齢化が進んだ相模湖地区社協では地域
の強みである「顔見知り」を活かした「見守り」活動に取
り組んでいます。
「みまもりネットさがみこ」
地区内の商店は普段のお付き合いのなかで、お客さんがどこの
誰であるかをよくご存じです。そこでご商売の時に、「支払いの
時に計算に困っている様子を感じた。」など、いつもと違う様子
など心配に感じたことを高齢者支援センターや民生委員・児童委
員等につないでいます。登録店は現在 28 店。
「こんにちは赤 ちゃん！さがみこ“ぬくもり”支 援 事 業 」
生まれてきた赤ちゃんを地域で祝福し、訪問をきっかけに顔見知りになることで、困っ
た時に民生委員・児童委員や主任児童委員に気軽に相談できる関係づくりを目指しています。
赤ちゃんの生まれたご家庭に、民生委員さんらが訪問し、ボランティア手づくりの赤ちゃん
用品やおもちゃ等のプレゼントをお渡ししながら顔見知りの関係を育んでいます。
―７―
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ボラン ティ アさ ん募 集 ！
本のルビ（ふりがな）振り
内

容

識字障害があり、漢字を読むことができない方のために、
本のルビ（ふりがな）を振る活動です。ご自宅でできます。

日時・頻度

ご自身のペースで１～２ヶ月に１冊

連絡・問い合わせ先
相模原ボランティア協会あじさい連絡所 ： 電話 ０４２（７５９）７９８２
相模原市社協 中央ボランティアセンター： 電話 ０４２（７８６）６１８１

手芸材料の提供を！

新春ボウリング大会のお手伝い

使わなくなった布地、フエルト、毛糸、ひも、ボタ

毎年恒例の障がいをお持ちの方とのボウリング大会です。

ンなどがありましたらお願いします。

日時：平成 29 年 2 月 18 日(土)8：00～11：30

ボラ協手芸グループでは、桜まつりやほかほかふれ

場所：相模原パークレーンズ（中央区相模原 2-7-4）

あいフェスタで、エプロンやマフラーなど手作り品を
販売し売上げをボラ協に寄付しています。
ボランティア協会 手芸グループ

使用済み切手・未使用切手
書損はがきを集めています
切手グループでは使用済み切手等を集めています。
貴重なボランティア活動の財源になりますので、ぜひ

＊連絡・問い合わせは

ご協力を！！

相模原ボランティア協会 あじさい連絡所
電話 ０４２（７５９）７９８２

相模原ボランティア協会 気付 切手グループ

訃報

長年、ボランティア協会で様々なボランティ

アにご尽力いただいた理事の宮河良一さんが、

一月十六日にご逝去されました。

お亡くなりになる直前まで、ハンディキャブ

号での介助など、ボランティア活動に精力的に

ご活躍されていました。謹んでご冥福をお祈り

いたします。

《今月のイラスト

…寒い夜は、パパやママのお布団に》

編集後記

今朝は庭のバケツの水が凍っています。

七草がゆのセリの根を空きビンの水に浸け

ておいたら、緑色の芽が二センチほど伸びて葉

が出てきました。寒い中、生命力の強さに感

激！

皆様一年間健康で過ごせますように。

（三）

ボラ協会員数 / 正会員 119 名 ・ 賛助会員（個人）2 名 （法人）4 団体 （1 月 15 日現在 ）
―8―

