
　去る9月27日（水）、幸市民館大ホールにおいて、第15回
川崎市幸区社会福祉大会を開催いたしました。
　当日は天候にも恵まれ、約740名の来場がありました。
　第一部の顕彰式典では、永年にわたり地域福祉活動の発
展に尽力された方と本会へ多額の寄附をくださった方へ感
謝の意を表して、賞状と記念品の贈呈を行い、多くの来場者
から沢山の拍手が送られました。
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第15回川崎市幸区社会福祉大会開催しました!

一般財団法人川崎市母子 　　　　
寡婦福祉協議会「海の会」 　　　　

●川崎市幸区社会福祉協議会会長表彰
◆地域福祉活動の進展に大きく寄与された方・団体
氏　名 　           推 薦 団 体

小島　道子 南河原地区社会福祉協議会
田澤　みすゞ 南河原地区社会福祉協議会
山本　美子 御幸東地区社会福祉協議会
峰村　綾子 御幸東地区社会福祉協議会
青山　ミキ子 河原町地区社会福祉協議会
小野寺　繁子 河原町地区社会福祉協議会
高橋　和男 御幸西地区社会福祉協議会
後藤　由美子 御幸西地区社会福祉協議会
梶　芳子 日吉第一地区社会福祉協議会
仁瓶　涼子 日吉第一地区社会福祉協議会
笠井　エイ子 日吉第二地区社会福祉協議会
山上　芳子 日吉第二地区社会福祉協議会
武井　千代子 日吉第三地区社会福祉協議会
石渡　公子 日吉第三地区社会福祉協議会

河原町ふれあいデイ　給食スタッフ一同　河原町ふれあいデイ
ホールu     河原町ふれあいデイ

アゼリア合奏団inシニア 　　　　河原町ふれあいデイ
幸の会     河原町ふれあいデイ
横浜市レクハーモニカ協会 明日葉　河原町ふれあいデイ
やまぶきの会 　　　　　　　　河原町ふれあいデイ
西原　雅代 　　　　　　　　河原町ふれあいデイ
フラサークルハノハノ  河原町ふれあいデイ
アゼリア大正琴   河原町ふれあいデイ
さいわい童謡の会  河原町ふれあいデイ
横塚ショー　代表　横塚公乃 河原町ふれあいデイ
ホールズ２１   河原町ふれあいデイ
川勝　真理　　   河原町ふれあいデイ
市場　芳子　   老人福祉センター

●川崎市幸区社会福祉協議会会長感謝
◆本会へ寄附が10万円以上、または継続して寄附した金額がその額になった方・団体
(順不同・敬称略)

寄附金品寄贈者
＊ラゾーナさくら会　＊株式会社　大塚商会　＊佐藤　洋子　＊故　渡辺　春男　
＊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

受賞者(順不同・敬称略)
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1．第15回川崎市幸区社会福祉大会報告
2．平成29年度賛助会費報告
3．共同募金運動のお礼とお願い
4．第14回プラザ祭り(幸区民祭 同時開催)の報告

河原町ふれあいデイ
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日吉第２地区社協

南河原地区社協

平成29年度賛助会費ご報告

多くの皆様のご協力ありがとうございました!

　社会福祉協議会がおこなう地域福祉活動に、資金面でご支援いただく賛助会員
からお預かりした会費は、地域の福祉活動を支える貴重な財源となっています。
　地域で支えあう福祉のまちづくりのために、特色ある事業を推進していきます。
　身近な地域貢献として、ぜひ賛助会員にご加入下さいますようお願いいたします。

件数 金額地区社協

南河原

御幸東

河原町

御幸西

日吉第１

日吉第２

日吉第３

合計

1,087

962

474

1,991

540

250

442

5,746

1,549,000円

1,438,000円

688,000円

2,418,000円

821,000円

499,000円

698,000円

8,111,000円

だれもが安心していきいきと暮らせる街づくりを
目指して様々な活動をおこなっています

皆様からの賛助会費が、この様な活動を支援しています。

ワンダーひろば（日吉第1）ワンダーひろば（日吉第1）ワンダーひろば（日吉第1）ワンダーひろば（日吉第1） ぽぽんたらんど（日吉第1）ぽぽんたらんど（日吉第1） ひまわりの会（御幸西）ひまわりの会（御幸西）

やすらぎ【チャレンジボランティア】
（御幸東）
やすらぎ【チャレンジボランティア】
（御幸東）

親子のたまり場（南河原）親子のたまり場（南河原）

子育てたんぽぽ（河原町）子育てたんぽぽ（河原町）

中学生協力のお抹茶会（日吉第2）中学生協力のお抹茶会（日吉第2）

なごみ会 チャレンジボランティア
（日吉第3）

なごみ会 チャレンジボランティア
（日吉第3）
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　戦前からあった貧困家庭への慰問激励活動の流れをくみ、戦後の社会経済状態の中で、
戦災者、引揚者、傷痍軍人、失業者など、助けを必要とする多くの人々の救済の為、歳末同情
品を募集する動きが全国各地で起こりました。これが「年末たすけあい運動」の起こりです。
　1959(昭和34)年からは共同募金運動の一環として行われることになりましたが、支援が
必要な方々の年越し支援として、長く慰問金の贈呈がなされてきました。現在では、社会状
況の変化に合わせ、慰問金等の金銭的支援だけでなく、地域福祉事業費として、事業による
支援も行われています。
　年末たすけあい募金運動は毎年12月の1ヶ月間とし、皆様から寄せられた募金は一旦、神
奈川県共同募金会に全額納められ、あらかじめ配分委員会が定めた計画に基づいて配分さ
れます。
　幸区では、福祉ニーズのある方への慰問金や一人暮らし高齢者への慰問品の配分、地域
福祉事業に充てられています。
　これからも、皆様方からの温かいご支援をお願いいたします。

年末たすけあい運動って？

年末たすけあい募金の使い道(平成28年度配分実績)
◯要援護世帯への年末慰問金
　402世帯　2,814,000円

小学校での福祉教育 一暮らし会食会
(幸区社協→7地区社協へ助成)

住民交流活動拠点 陽だまり

◯幸区社協が行う地域福祉事業
　5,645,919円

１０月１日から始まった赤い羽根共同募金について、戸別募金、法人募金、街頭募金、
イベント募金等で皆様にご協力をいただきありがとうございます。

引き続き１２月１日から１２月３１日の期間、
年末たすけあい運動への、募金のご協力をお願いいたします。

◯一人暮らし高齢者世帯への年末慰問品
　2,200世帯　1,782,000円
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　平成29年10月7日（土）、8日（日）の2日間にわ

たって、さいわい健康福祉プラザにて第14回プラザ

祭りが開催されました。

　両日ともとても賑やかな祭りとなり作品展や手

作り体験、バザー等各種体験コーナーなどに2日

間で約1万3千人の来場者がありました。

　今年度新たな催しとして、駐車場にて福祉バ

ザーやソフトクリームの販売をおこないました。

赤ちゃんよーいどん！や手作りおもちゃなど子供

向けの楽しい企画の他、車椅子・高齢者疑似体験

や、手話・点字体験など、地域交流や地域福祉の

啓発に繋がるお祭りとなりました。

プラザ祭り(幸区民祭 同時開催)の報告第14回

充実したコ
ーナーに

多くの区民
が来場！！
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プラザ祭り(幸区民祭 同時開催)の報告

　幸区内には地域ごとに７つの地区社会福祉協議会があり、乳幼児から高齢者まで、地区ごとに工夫を凝

らして、その地域に合った福祉活動が行われています。毎年行っている小地域福祉活動作品展は、日頃行っ

ている福祉活動を来場者に知ってもらう機会の場として、今年も実施されました。

　当日は福田市長・伊藤副市長の来場があり、区内の福祉活動の取組みを熱心に見学されていきました。

　自分の住む地域に関心を示すだけでなく、他の地域の福祉活動にも目を向ける方々が多く来場されま

した。

■小地域福祉活動作品展

日吉第１・２・３地区
社会福祉協議会

河原町地区
社会福祉協議会

御幸西地区
社会福祉協議会

御幸東地区
社会福祉協議会

南河原地区
社会福祉協議会 自分の地域の活動

に興味津々

多くの方が
来場されました

大盛況!!
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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。

平成29年度 短期講座(2～3月)のご案内

 奇数 ・ 偶数 とは？・・・交付された利用証の番号末尾により参加できる日が異なります。
▶申込みが必要な講座 の受講を希望される方は、下記の方法で申込みください。
【申込期間】平成29年12月15日（金）～21日（木）　９時～16時 （日祝休）
【応募資格】市内在住の60歳以上の方（平成29年12月１日現在）
【日程】平成30年2月～3月　＊順次開講(リフレッシュ体操、スマホ・タブレット講座は通年開催)
【費用】教材費、材料費は実費です。開講日に一括で集金します（納入後は返金しません）。講座により、別途ご準備いただくものがあります。
【申込場所】さいわい健康福祉プラザ　２階受付

申込みが必要なもの

申込みが不要なもの(自由参加)

定員16名/発酵蔵カフェかもし堂

学んで、作って、食べる！
発酵教室

定員16名/江川 興櫻
 始めてみませんか？切り絵

定員10名/岩波 君代/張替めぐみ

ファッション講座
～自分の装い考えてみませんか？～

定員12名/晝川 捷太郎 

マイスターに学ぶ
おもちゃ作り

川崎区の発酵蔵カフェかもし堂さんによる、発酵にまつわるお話しと甘酒と醤油
糀作りの講座。材料や作ったものをお持ち帰りいただけます。試食もあります！

カッターで紙を切り、「チューリップ」「町家」「ねぶた」などを表現します。
初心者でも、ゆっくり、ていねいに指導しますので、素敵な作品が仕上ります。

体の変化に応じた洋服のリフォームの方法についてのお話しに始まり、皆さんでご自
分のファッションについて考えます。最終回では着物を着て、写真をお撮りします。

家具技能士のかわさきマイスターに学ぶ、おもちゃ作りの講座です。マイス
ターのお話しをうかがい、紙や竹、木を使って3つのおもちゃを作ります。

月曜日
13:30～15:30

水曜日
13:30～15:30

木曜日
13:30～15:30

金曜日
13:30～15:30

3,800円

800円

150円

2,000円

清水 泰平

リフレッシュ体操 火曜日
13:15～14:15

講 座 名 内 容・日程 曜日・時間 材料・教材費

利用時間 月～土曜日　9時～16時（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。

さいわい健康福祉プラザ
(老人福祉センター)からのお知らせ

①2/19 ②2/26 ③3/5　予備日 3/12

①2/7 ②2/14 ③2/21 ④2/28 ⑤3/7 ⑥3/14　予備日 3/28

①2/2 ②2/9 ③2/23　予備日 3/2

①2/8 ②2/15 ③2/22　予備日 3/1

無料

大多和 國男

ヨーガ自律訓練法 ゆったりとした音楽に合わせ呼吸を整えてヨーガを行います。
自律訓練法で、リラックスしてストレスに負けない心身を養いましょう。 水曜日

13:30～15:00
奇数  ①2/7 ②2/21 ③3/7 ④3/28　偶数  ①1/31 ②2/14 ③2/28 ④3/14

柔道整復師の先生が指導いたします。ストレッチや筋力強化等、気持ちよく体を
動かし、楽しみながら体力作りを目指しましょう。

奇数  ①2/13 ②2/27 ③3/13 ④3/27　偶数  ①2/6 ②2/20 ③3/6 ④3/20

無料

活き生きクラブ

スマホ・タブレット
なんでも相談教室

スマホ・タブレットを一緒に学びましょう。初めての方も大歓迎です。ＬＩＮ
Ｅ、フェイスブック他、色々なアプリについて毎回テーマを変えて開催します。 木曜日

13:30～15:30 無料
①2/8 ②2/22 ③3/8 ④3/22　※原則第2・第4木曜日

電話：044-541-8000

【申込方法】・本人が直接来所し、申込みください（電話・ＦＡＸでの申込不可）
・申込書（別紙）に必要事項を記入し提出してください　　・6２円の郵便はがき(結果通知用)をお持ちください
・郵便はがきの表に、住所・氏名を記入してください※裏面には何も記入しないでください

【その他】 
・定員を超えた場合、抽選となります（先着順ではありません）。
・プラザ主催の講座に初めて受講を希望される方を優先いたします。　　　　　　
・過去の受講に際し、正当な理由なく取りやめ・欠席がある場合は、抽選に反映させるか、または受講をお断りする場合があります。
・講座の講師が指導する団体に所属する方は、優先順位が下がる場合があります。　・全日程参加可能な講座を申込みください。
・当落結果は郵便はがきにて通知いたします（12月30日までに届かない場合は、1月4日以降にお問い合わせください）。

　　　

（※着物を借りる方は
別途レンタル料）

※通年講座とて、奇数偶数いずれも年間各２５回開催します。



　幸区社会福祉協議会が運営する通所介護事業所「さいわいデイサービスセンター」では、「心のこもっ

た適切なサービス」をモットーに、アットホームな雰囲気の中でご本人のペースを大切にしながらお過ごし

いただけるよう心掛けています。

　夏から秋にかけて小中高生のボランティア、教職を目指す大学生の介護等体験や介護福祉士を目指す高校

生の介護実習など、お孫さん、曾孫さん世代の来訪により笑顔や会話が増え、背の高い実習生の顔見たさに

曲がった背筋がピーンと伸びるなど、いつにも増して笑顔の多い賑やかで刺激ある時間を過ごしました。

　大人気のリトミック体操や書道、ヨガ、ハンドベル演奏、朗読会をはじめとする先生方、日頃お手伝いいただ

くボランティア、本当にたくさんの方々のご支援・ご協力のもと、温かく和やかな空間、元気で活気ある時

間を楽しんでいただけることに日々、感謝しながら職員一同頑張っています。

　
介護認定で要支援・要介護の認定の方でデイサービスを検討中の方、
ボランティアをしてみたいけど…と考え中の方、ご相談ください！

　寝たきりや認知症の方、障がい者を在宅で介護され
ている方々のリフレッシュ、介護者同士の情報交換の
機会として「在宅介護者のつどい」を開催致します。
　今回は、クロスハート幸・川崎（幸区河原町1-37）で演
奏と食事をお楽しみいただく集いを企画しています。
詳細は決まり次第、区社協ホームページや窓口等でご
案内いたします。

予告 在宅介護者のつどい

昨年の様子

社会福祉法人 川崎市幸区社会福祉協議会　　さいわいデイサービスセンター

〒212-0023　川崎市幸区戸手本町1－11－5　川崎市さいわい健康福祉プラザ内

電話:044-541-8245　　FAX:044-556-5577

＊13時30分まで利用応相談（レク、入浴、昼食あり）

【営業日】　月曜日～金曜日（祝祭日：開所　土日および年末年始：休所）8時30分～17時30分

【デイサービス利用時間】　10時～16時

《プラザ祭り　福祉バザーを実施しました》 《敬老会　御幸中のよさこいに拍手喝采!!》

（7）平成29年12月1日

  



（8）平成29年12月1日

手話入門講習会の開催手話サークル「幸の会」
からのお知らせ

日　時 平成30年 2月1日（木）～3月15日（木）（全7回） 毎週木曜 18時30分～20時
カトリック鹿島田教会(幸区下平間143)

1,000円（テキスト代込み）

20名（電話またはメールにて。先着順）

電話:090-6183-7891（担当者：関原）
E-mail:sachinokai49@yahoo.co.jp 平成30年1月31日（水）まで

※駐車場なし
※申込み、問合せは下記へ

会　場

費　用

定　員

申込み・問合せ

暮らしサポーター講座

ホームヘルパーの資格は無いけど、興味はある。
ホームヘルパーの資格は無いけど、仕事をしてみたい。
ホームヘルパーの資格は有るけど、仕事をするには不安
がある。そんな方に朗報です。
是非、この機会に、ヘルパーの仕事を実際にしているス
タッフの話を聞いてみてください。
これまでのヘルパーに対するあなたのイメージが、１８０
度変わるかもしれません。

ホームヘルパーのお仕事講座

ホームヘルパーの体験談、ＤＶＤの視聴、車イス操作体験、
資格や制度についてもご案内させて頂きます。

内 容

日 時 平成30年1月16日（火）13：30～16：30

費 用 無料

定 員 10名

会 場 さいわい健康福祉プラザ2Ｆ研修室
（幸区戸手本町1-11-5）

かわさき暮らしサポーター
養成研修のご案内

　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。

～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？～

申込み
問合せ

日 時 平成30年1月30日（火）10:00～16:45

会 場 福祉パルかわさき
（川崎区日進町1-11 川崎ルフロン8Ｆ）

費 用 無料

電話：044-556-5535
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）

※かわさき暮らしサポーター養成研修は「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。

カレンダーを募集します！カレンダーを募集します！みんなで子育てフェアさいわい 中高生ボランティア募集みんなで子育てフェアさいわい 中高生ボランティア募集

ご家庭に、おゆずりいただける２０１８年（平成３０年）
のカレンダーがありましたら、下記までお持ち寄りくだ
さい。地域の希望者にお分けする予定です。ご協力をお
願いいたします。

たくさんの子どもと保護者が参加する「みんなで子育てフェ
アさいわい」を、地域の人と一緒に盛り上げませんか。

電 話 ０４４－５５６－５５００

幸区社会福祉協議会　地域課
幸区戸手本町１－１１－５
さいわい健康福祉プラザ内

定 員 20名
※応募は先着順で、締切りは平成30年1月19日(金)までです。
※対象となる方には一定の条件がございますので、下記の申込み先まで
お問い合わせください。

■ 寄附金
　（3件）

◯匿名　◯齋藤ミチ
◯キヤノン株式会社矢向事業所
（幸区民祭のキヤノンブースで募金にご協力いただいた皆様）

■ 寄託品
　（5件）

◯手仕事の会
◯匿名(4件)

平成29年8月1日～10月31日※敬称略寄附者報告

※応募は先着順で、締切りは平成30年1月15日(月)までです。

日 時 平成30年2月24日（土）9時～15時

会 場 幸市民館（幸区戸手本町１－１１－２）

対 象 区内の中学生及び高校生

内 容 司会、受付、遊びコーナーの補助など

申込み 幸区役所地域ケア推進担当
TEL 044-556-6730/FAX 044-556-6659
※平成30年1月19日（金）【必着】。
申込書は区役所窓口または区ホームページでダウンロード。


