


御幸老人いこいの家

地域・交流スペースご利用に関する案内

（1）福祉に係る技術の研修、各種社会福祉団体の交流、地域福祉の活動、地域住民の集い、 地域
　　住民の多目的な活動等、社会福祉活動の推進団体

（2）幸区内在住の方で、10名以上で構成する団体

（3）年齢制限なし
　  なお、次に該当する活動を目的として、施設を利用することはできません

　  ①営利を目的とする活動の利用

　  ②政治や宗教活動に関する活動の利用

　  ③社会通念に反する活動の利用

　  ④講師に謝礼を支払っての活動の利用

●利用者資格

●使用料は無料です（音の出る活動は要相談）

●利用手続き等の詳細は、幸区社協ホームページ（http://www.saiwaiku-shakyo.jp/）
　または御幸老人いこいの家にご確認ください

御幸老人いこいの家　電話 044-522-1516
幸区社会福祉協議会　電話 044 -556-5500

御幸老人いこいの家

地域・交流スペース

地域・交流スペース
のサイズ

10.8m×6.4m

長テーブル10脚
（180cm×45cm）

30名の会議が可能

利用時間 月～土曜日　9：00～16：00
日・祝・年末年始は休館（なお、敬老の日は、利用できます）

問合せ

（2）平成29年6月1日
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幸区社会福祉協議会には、毎年、区民の皆様をはじめとする個人や団体、企業等の方々よ
り、地域福祉の向上を目的に本会が行う事業のために、寄附金をお寄せいただいており
ます。
これからも、皆様のあたたかいご寄附をお待ちしております。

平成28年度“共同募金”運動では、神奈川県全体で1,130,114,956円の募金実績
をあげることができました。
神奈川県共同募金会では3月に配分委員会を開き、県下の社会福祉施設・団体等
への配分額を決定しました。このうち、幸区内の施設・団体等への配分は次のと
おりです。
※“共同募金”とは、赤い羽根共同募金と年末たすけあい募金のことを指します。

あたたかい街、暮らしやすい街づくりにご寄附をお願いいたします

～幸区社協ではこのような事業を行っています～

高齢者、障がい者を理解するためのプログラ
ムを用意し、講師を派遣しています

地域交流、世代間交流と地域への関心を
深める企画をしています

福祉教育の推進 区民祭・プラザ祭りでの交流

共同募金の配分先

■ 寄附金　6件
●佐藤洋子
●衣の会
●東急リゾートサービス石勝エクステリア共同事業体 川崎国際生田緑地ゴルフ場

●セレサ川崎農業協同組合 代表理事組合長　原修一
●HULAを楽しむ会 代表 西原雅代　　●ラゾーナさくら会

■ 寄託品　6件
●公益社団法人スコーレ
　家庭教育振興協会
●衣の会　●匿名（４件）

寄附者報告
平成29年2月1日～4月30日

敬称略

つくし

（特）家事介護ワーカーズ・コレクティブメロディー

幸ワーカーズ・コレクティブあやとり

らら・むーぶ幸

社会福祉法人 川崎市幸区社会福祉協議会

社会福祉法人 川崎市幸区社会福祉協議会

障害福祉サービス（多機能型）

家事介護

家事介護

送迎

地域福祉事業費

年末たすけあい配分金

事業活動用車両（送迎車/福祉車両）購入事業

在宅福祉サービスの実施に係る事業費

在宅福祉サービスの実施に係る事業費

在宅福祉サービスの実施に係る事業費

　

年末慰問金品配分

2,000,000円

300,000円

300,000円

100,000円

11,687,216円

4,596,000円

18,983,216円

施設・団体名 種　別 配分内容 配分額

配分額合計
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平成29年度

幸区社協賛助会員加入のお願い

　賛助会員は、社会福祉協議会が行う様々な事業に対して、資金面でご支援いただく方々の
ことです。
　お預かりした賛助会費は、会員に直接還元されるものではありませんが、区内の地域福祉
活動を支えるための貴重な財源となっています。
　今年度も地域で支えあう福祉のまちづくりのために、区社協・地区社協ともに特色ある事
業を推進していきます。
　ぜひ賛助会員にご加入くださいますようお願いいたします。

賛助会費とは？

賛助会員からの会費を賛助会費といいます

●個人　　　　1口　1,000円
●団体・法人　 1口　5,000円

※何口でもお申込み
　いただけます

▲幸区内の地区社会福祉協議会平成29年7月1日～9月30日
※各地区社会福祉協議会を通じて、改めてご案内いたします。

募集期間

日吉第１地区社協日吉第１地区社協

日吉第２地区社協日吉第２地区社協

日吉第３地区社協日吉第３地区社協

御幸西地区社協御幸西地区社協

御幸東地区社協御幸東地区社協

河原町地区社協河原町地区社協

南河原地区社協南河原地区社協

矢向駅矢向駅

平間駅

尻手駅
川崎駅

ＪＲ
東
海
道
本
線

・京
浜
東
北
線

鹿島田駅鹿島田駅
新川崎駅新川崎駅

線
賀
須
横

線
賀
須
横

線
武
南

線
武
南

■ 平成28年度の実績額と主な事業

賛助会員にご加入いただき、ありがとうございました

実績額

8,115,500円
（6,014件）

幸区社協へ
1,623,100円
（実績額の2割）

７つの
地区社協へ
6,492,400円
（実績額の8割）

配分額 主な事業

介護講習会や健康講座
子育てサロンや高齢者のサロン運営
障がい者施設等のボランティア活動
広報誌の発行
青少年育成の支援　等

●
●
●
●

●

▼たとえばこの様な事業をしています▼

自分たちの住んでいる地域を、より一層住みやすい街にするため、地域の
状況や特色に応じた様々な小地域活動に取り組んでいます。

幸区全体の地域福祉の推進をめざし、本会が行う事業に利用させていた
だいております。

お住まいの地区社会福祉協議会役員、または幸区社会福祉協議会の窓口までご連絡ください。
幸区社会福祉協議会地域課　電話 044－556－5500問合せ
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賛助会員のみなさんからお預かりした会費の
一部は、このように使わせていただいています

御幸西地区社会福祉協議会の取り組み
　下平間いこいの家で月２回開催している「ひまわりの会」は昨年２０周年を迎えたミニデイです。ボランティアと
一緒にレクリエーションや、手作りの美味しい食事を楽しんでもらっています。地区内３カ所で行われている「味菜
の会」も毎回大好評です。

　南加瀬原町会館にて、毎月第3月曜日に母子衛生ボランティアによる赤ちゃんの体重・身長測定及び保健師・栄
養士による赤ちゃん相談、午後には親子遊びを行っています。ひとりで悩まずお気軽に来て下さい。

日吉第2地区社会福祉協議会の取り組み

  「ひまわりの会」お花見の様子 「味菜の会」会食会の様子

　いきいきサロンやすらぎで毎年福祉体験学習としてお手伝いに子ども達が数人参加しています。高齢者とのふ
れあいに感動し、楽しかったとの感想をいただいています。

御幸東地区社会福祉協議会の取り組み

子ども達の福祉体験学習 クリスマス会のひとコマ

親子遊びの風景 母子衛生ボランティアの皆さん
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ご案内
さいわい健康福祉プラザは、川崎市在住・60歳以上の方が、

団体活動、カラオケ、お風呂、囲碁、将棋など、さまざまな活動のためにご利用いただける施設です

利用時間 月～土曜日　9:00～16:00
（日・祝・年末年始は休館 なお、敬老の日は利用できます）

※ご利用に際しては、利用登録が必要になります
　健康保険証・運転免許証等をお持ちの上、事前に2階受付でお手続きください

電話：044-541-8000

元気にストレッチ
毎週水曜日11:00～11:30

座ったままでもできる脳トレや、楽しく簡単な

ストレッチを一緒にしましょう♪

踊ろう会
第1・第3木曜日10:30～11:30

　先生の指導のもと、歌謡曲に合

わせて簡単な踊りを踊ります。楽し

く踊って健康づくりをしましょう。

6/1　6/15●6月の開催日

手仕事の会
 月2回 木曜日13:30～15：30

ボランティアで編み物や縫い物をしていただく

集まりです。出来上がったものは、児童養護施設

や障がい者施設、被災地などに寄附します。

6/8　6/22●6月の開催日

介護予防いきいき体操
木曜日11:30～11:45または14：30～14：45

川崎市推奨の体操を上を向い

て歩こうの曲に合わせて行い

ます。元気に、いきいき、健康

づくり！

6/1　6/15  【11：30～11：45】

6/8　6/22  【14：30～14：45】

●6月の開催日

幸区役所入口

遠藤町交差点

幸区役所
幸文化
センター

幸高校

幸高校前

幸高校前

幸区役所入口

）
道
国
浜
京
２
第
（線
号
一
道
国

さいわい
健康福祉プラザ

※お休みの場合もあります。

※日によって時間が異なります。

講 師 持ち物講座名 曜日・時間・場所 日 程

1

2

3

4

※

※

※
リフレッシュ体操

スマホ・タブレット
なんでも相談教室

はつらつ体操

健康ヨガ体操入門

青木泰代先生

荻野恵理先生

清水泰平先生

活き生きクラブ

（月）13:30～15:00

（火）10:00～11:30

（火）13:15～14:15

（木）13:30～15:30

奇数

偶数

奇数

偶数

奇数

偶数

●室内履き
●タオル
●飲み物
●運動ができる服装
●ヨガはヨガマット
　または大判タオル

●スマホ、タブレット
　(お持ちの方)

6/13　6/27　7/11　7/25　8/1　8/29　9/5　9/19

6/15　6/29　7/13　7/27　8/10　8/24　9/14　9/28

6/6　6/20　7/4　7/18　8/8　8/22　9/12　9/26

6/5　6/19　7/3
6/12　6/26　7/10

6/6　6/20　7/4　7/18
6/13　6/27　7/11　7/25

（老人福祉センター）（老人福祉センター）

申し込み不要の自由参加プログラムも
たくさんご用意しています！

※1～3の体操講座は、利用証番号末尾の奇数・偶数によって参加できる日程が
　異なります。前期講座（4～9月）の

ご案内 希望する講座の実施日の前日までに利用証の作成をお願いします。

※7月以降の日程についてはお問合せください



かわさき暮らしサポーターは、ご近所でお手伝いが必要な高齢者の方に、家事支援をするために必要な知識を得る研修で

す。本研修を終了して同行訪問をすることにより、かわさき暮らしサポーターとして活動ができるようになります。

デイサービスセンターといっても、規模（利用人数）、利用時間、内容など様々です。
雰囲気も異なりますので、ご興味のある方はご利用前に見学をお勧めしています。

さいわいデイのモットーは「必要な人に必要なサービスを！」です。
今回は、さいわいデイの１日をご紹介します。

リフトつきの送迎車両です。運転手さんとスタッフでお迎えします。
車イスのままでも安心してご利用いただけます。

大好評のリトミック体操、書道、スタッフの考えたゲームや季節の行事、
ボランティアさんによるイベントなど盛りだくさんです。
楽しみながら頭と体を動かすプログラムをお楽しみいただきます。

●お茶とお菓子で一息

●おやつの後は、みなさまお楽しみのカラオケタイムです
　演歌、歌謡曲、童謡、詩吟など思い思いの歌をお楽しみいただけます

●送迎車でご自宅までお送りします

●朝の挨拶、今日は何の日？などの話の後、軽い体操で身体をほぐします

●8割の方がご利用するお風呂は、機械浴室（特殊浴）と一般浴室があり、
　季節に合わせて菖蒲湯、ゆず湯、ハーブ他…身も心もほっこり 好評です

●フロアでは、ぬり絵や間違いさがしなどの脳トレ、曜日により
　書道などのプログラムをお楽しみいただきます

【問合せ】　
さいわいデイサービスセンター
044-541－8245 （月～金 8:30～17:30）

8：40～

お迎え

13：00～

レクリエーション

15：00～

おやつ・カラオケ

16：00～

帰宅

10：00～

開始
入浴

12：00～

昼食

到着順に順次バイタル（血圧、脈、体温、顔色やご様子など）チェック！
●ご様子の変化を見逃しません！！

13時半までの方はここで帰宅となります。
●通所に慣れない方、１日利用（6時間）が身体的に困難な方（1日5名程度）

かわさき暮らしサポーター養成研修のご案内
～地域で「調理・掃除・洗濯・ゴミだし等」の家事支援をしてみませんか？～

※本研修は「川崎市介護予防・日常生活支援総合事業」の訪問型サービスの担い手を養成する研修です。

平成29年7月19日（水）10:00～16:45

福祉パルかわさき（川崎市川崎区日進町1-11　川崎ルフロン8Ｆ）

無料

川崎市社会福祉協議会さいわい訪問介護支援事業所（福祉パルさいわい内）
TEL 044-556-5535

日 時

会 場

費 用

申　込
問合せ
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