
区内の子どもや高齢者、障がいのある方を支えるための福祉施設や
社会福祉協議会の事業費として活用させていただきます。

(平成29年1月31日現在)

赤い羽根共同募金

皆様の温かいご協力、本当にありがとうございました！！

14,032,593円 10,241,919円年末たすけあい募金

みなさまからお寄せいただいた募金は、
地域に還元されます！

（1）平成29年3月1日
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赤い羽根共同募金
平成29年度の
事業費

区内の
福祉施設・団体
22%

車両購入費
施設設備費など

車両購入費
施設設備費など

ボランティア
センター運営
会食活動など

ボランティア講座（手話）を開催させていただきました福祉車両を購入しました（こぶし園）地域の会食活動の運営に役立たせていただきました

県内の
施設・団体
35%

市・区・地区
社会福祉協議会
43%

平成2９年度の
地域福祉・在宅福祉等の
地域事業支援費として
55％

平成２８年度 要援護世帯
（401世帯）への慰問金及び
一人暮らし高齢者への
慰問品（2,128世帯） 45％

年末たすけあい
募金



　平成19年にオープンした小倉の駅舎陽だま
りは、今年11月12日で10周年となります。利用
しやすくするために必要なところは変え、しか
し気軽に立ち寄れる雰囲気は変えず、皆さんに
支えられて、月日を重ねてきました。
　小倉の駅舎陽だまりってどんな施設なので
しょう？？

　このような取り組みは注目を浴びていて、県外からも視察があります。
　近所でも遠方でも構いませんので、ぜひ一度見学に来てください。
　これまでの1日の平均利用者数は約21名。昨年度は5,000名以上の方々にご利用いただいています。
　これからも「地域の人に寄り添い、共に歩み、支え合う場」として、小倉の駅舎陽だまりをよろし
くお願いいたします！

住　所：幸区小倉2－26－22（小倉商栄会通り沿い　バス停「栗田病院前」の近く）
電　話：044－201－7560
開　館：月～金　10時～16時　※土日祝祭日、年末年始を除く

○誰でも無料でコーヒーやお茶が飲めます！
　友人と雑談しながら、一杯いかがですか♪

○休憩できます！
　買い物帰りや散歩の途中に寄っていって
　ください。お弁当を持参される方もいます。

○子どもが入りやすい！
　室内にはテーブルやちゃぶ台があるため、
　宿題をやりに来ています。ちゃんとやればご褒美に
　お菓子がもらえるかも？！

○高齢者フリーパスが買えます！
　定期的に来所してお顔を見られると
　嬉しいものです

■どんな風に利用できるの？？

黄色の看板が目印

おかげさまで10周年！おかげさまで10周年！小倉の駅舎陽だまり小倉の駅舎陽だまり

皆さんのご来所を
お待ちしています！

管理人の2人

小野さん 有山さん

（2）平成29年3月1日
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平成22年9月、幸区塚越3丁目に幸区の住民交流活動拠点の２号店である「塚越の陽だまり」を開設し、
地域に愛される拠点となるように運営しています。キッズスペースや、授乳スペースがあり、また塚越3丁
目さくらの公園に隣接しているので、お子さん連れの方の利用も大変多いです。世代を超えた多くの地
域の方々に利用していただき、「誰もが顔見知りになれる」そんな交流の場を目指しています。

どなたでも参加できます

節分のひとこま

ハロウィン

健康長寿体操童謡「さくらの会」高齢者ミニ講座

高齢者ミニ講座　

毎月第2火曜日 10：30

童謡さくらの会

毎月第4月曜日 10：00

毎月第1金曜日 10:30毎月第3木曜日 10:15

健康長寿体操ビデオ観賞会

「塚越の陽だまり」にいらっしゃいませんか?

住　所：幸区塚越3－406(塚越3丁目さくらの公園の隣)
電　話：044－555－6600
開　館：月～金　10時～16時　　※土日祝祭日、年末年始を除く

・買い物や散歩の途中のちょっとした休憩に
・地域の集まりや、いこいの場として
・宿題をしたり、ゲームで遊んだり、子供たちの居場所として
・授乳コーナー、キッズスペースがあり、小さい子ども連れも安心
・節分や、七夕など季節の行事を実施しています

お気軽にお越しください

毎月「塚越の
陽だまり通

信」を発

行していま
す。行事の日

時などは

陽だまり通
信をご覧く

ださい。

＊幸区社会
福祉協議会

　ホームペ
ージにも載

っています
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お知らせ
さいわい健康福祉プラザは、川崎市在住・60歳以上の方が、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 前期講座（4～9月）  受講生募集
申し込みが必要な講座

定員10名

光と音の小物を作ろう
～かんたん電子工作～

光（LED）や音（メロディ）の電子部品と電池を使って、キーホル
ダー、ランプシェード、オルゴールなど、生活小物を作ります。 火曜日

13:30～15:30 2,000円

ボランティア活動「手仕事の会」ご協力のお願い
　地域の皆さんからいただいた毛糸やタオルを使って、手編みマフラーや靴下カバー、ぞうきんなどを作って
いただいているのがボランティア「手仕事の会」です。今年は布を使った作品にも挑戦する予定です。材料とな
る毛糸、生地、着物、タオルなどの持寄りにご協力ください。よろしくお願いします。

講 座 名 内 容・日程 曜日・時間 材料・教材費 (※)

開館時間 月～土曜日　9時～16時（日・祝・年末年始は休館。ただし、敬老の日は開館）
＊ご利用にあたっては、利用証の作成が必要になります。健康保険証・運転免許証をお持ちください。

①５/１６ ②５/３０ ③６/１３ ④６/２７ ⑤７/１１　予備：７/２５

定員16名
季節に合わせた料理

ハーブやスパイスを使った美味しいお料理を作ります。男性も
女性も参加できます。 水曜日

10：00～12：00 3,600円
①４/１２ ②４/２６ ③５/１０ ④５/２４ ⑤６/１４ ⑥６/２８

定員10名

カルトナージュ
～厚紙と布で作る生活小物～

A・B

素敵な布地を使って、小銭ケースやリボントレイなど、身の回りの生活
小物を作りましょう。初めての方でもきちんと仕上がるよう丁寧にご指
導いたします。　　＊A・Bの2つのクラスよりどちらかお選びください。

A:水曜日
B:火、水曜日
10:00～12:00

3,300円A：①４/１２ ②４/１９ ③４/２６ ④５/１７ ⑤５/２４ ⑥５/３１
B：①６/１４(水) ②６/２１(水) ③７/５(水) ④７/１２(水) ⑤７/１８(火) ⑥７/２５(火)
予備：7/28（金）＊A・B共通

予備：７/１２

定員16名
男のガッツリ肉料理 お肉料理を作る男性向けのお料理教室です。塩分や栄養バラン

スに配慮しながら、お肉を食べてスタミナをつけましょう。 木曜日
10：00～12：00 3,600円

①４/２０ ②５/１８ ③６/１ ④６/１５ ⑤７/６ ⑥７/２０ 予備：７/２７

定員40名
踊ろう！フォークダンス

簡単なダンスから、本格的なダンスまで一緒に楽しみましょう♪ 金曜日
10：00～12：00 0円①４/１４ ②４/２１ ③４/２８ ④５/１２ ⑤５/１９ ⑥５/２６

⑦６/９ ⑧６/１６ ⑨６/２３ ⑩７/７ ⑪７/１４ ⑫７/２１ 予備：７/２８

定員30名
フラダンス入門  

初心者向けフラダンス教室。ハワイの曲に合わせてゆったり踊
りましょう。

※材料・教材費の他に、必要なものをご用意いただく場合があります。

金曜日
13：30～15：00 0円

①４/１４ ②４/２１ ③４/２８ ④５/１２ ⑤５/１９ ⑥５/２６
⑦６/２ ⑧６/９ ⑨６/１６ ⑩６/２３ ⑪６/３０ ⑫７/７ 予備：７/１４

定員10名
はじめての俳句 

はじめて俳句を作る方を対象に俳句の歴史から俳句の作り方、
句会の方法まで学びます。俳句は座の文学です。季語に心を乗
せて仲間と一緒に俳句を楽しみましょう。

木曜日
13：30～15：30 300円

①４/１３ ②４/２７ ③５/１１ ④５/２５ ⑤６/８ ⑥６/２２予備：６/２９

児童養護施設「すまいる」へ 釜石市社会福祉協議会へ 児童養護施設「新日本学園」へ

※昨年末に、出来上がった品物を市内の児童養護施設と釜石市の仮設住宅に贈呈しました。
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申し込みが不要な講座（自由参加の講座）

講 座 名 内 容・日程 曜日・時間 材料・教材費

さいわい健康福祉プラザ
電話：044-541-8000川崎市幸区戸手本町1-11-5  2階

川崎駅西口北より川71系統「幸区役所入口」
川崎駅西口より川63・66系統「市立商業高校前」下車

※平成29年4月より「川崎市立幸高校」へ名称変更

アク
セス

URL http://www.kawasaki-shakyo.jp/saiwai/14000/

幸区役所入口

遠藤町交差点

幸区役所
幸文化
センター

市立商業高校

商業高校前

商業高校前

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

その他にも、カラオケ、囲碁・将棋、お風呂、健康・生活相談、
行事などを行っています。 詳細はお問い合わせください。

はつらつ体操
無理をせず楽しく体操しましょう。そして体力づくり・健康づくり・
仲間づくりをしましょう。 月曜日

13：30～15：00 0円
奇：①４/１０ ②４/２４ ③５/８ ④５/２２ ⑤６/５ ⑥６/１９ ⑦７/３
偶：①４/１７ ②５/１ ③５/１５ ④５/２９ ⑤６/１２ ⑥６/２６ ⑦７/１０

健康ヨガ体操入門
ゆったりじっくりとヨガの呼吸法、ポーズを用いながら、筋力維持・向上を
ご一緒に目指しましょう。ご自宅でも出来るポーズも毎回ご紹介します。 火曜日

10：00～11：30 0円
奇：①４/１８ ②５/１６ ③５/３０ ④６/６ ⑤６/２０ ⑥７/４ ⑦７/１８
偶：①４/２５ ②５/９ ③５/２３ ④６/１３ ⑤６/２７ ⑥７/１１ ⑦７/２５

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。ＬＩＮＥ、
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。

0円
①４/１３ ②４/２７ ③５/１１ ④５/２５ ⑤６/１５ ⑥６/２９
⑦７/１３ ⑧７/２７ ⑨８/１０ ⑩８/２４ ⑪９/１４ ⑫９/２８

【申込期間】平成２9年3月１５日(水)～２１日（火） 受付時間：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3月1日現在）
【日程】平成29年4月～7月　＊順次開講
【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）
【申込場所】さいわい健康福祉プラザ　2階受付
【申込方法】●必ず本人が直接来所しお申込みください（電話・ＦＡＸでの申込み不可）
　　　　　●申込書（別紙）に必要事項を記入し提出してください
　　　　　●52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。
　　　　　●全日程参加可能な講座をお申し込みください
　　　　　●当落結果は郵便はがきにて通知いたします
　　　　　　※3月28日までに届かない場合はお問い合わせください

【お申し込みが必要な講座】の受講を希望される方は、
下記の方法でお申し込みください。

リフレッシュ体操

柔道整復師が指導する体操講座です。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。
＊通年講座として、奇数・偶数いずれも年間各２５回開催します。 火曜日

13：15～14：15 0円奇：①４/１１ ②４/２５ ③５/９ ④５/２３ ⑤６/１３ ⑥６/２７ 
    ⑦７/１１ ⑧７/２５ ⑨８/１ ⑩８/２９ ⑪９/５ ⑫９/１９  
偶：①４/４ ②４/１８ ③５/２ ④５/１６ ⑤５/３０ ⑥６/６
    ⑦６/２０ ⑧７/４ ⑨７/１８ ⑩８/８ ⑪８/２２ ⑫９/１２ ⑬９/２６ 

木曜日
13：30～15：30
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施設見学、ボランティアさん、働く仲間（曜日・時間応相談）大募集！！

幸区社会福祉協議会 さいわいデイサービスセンター
044-541-8245 （月～金8:30～17:30）

平成28年度　全国社会福祉大会　
１１月１１日（金）に、メルパルクホールにて全国社会福祉大会が開催されました。
幸区からは、以下の方が表彰を受けましたので、紹介をさせていただきます。

厚生労働大臣表彰（敬称略）
　・小林　邦夫（民生委員・児童委員功労者）
　・南河原地区民生委員児童委員協議会
　　（民生委員優良活動団体）
　・小澤　麗子（共同募金運動奉仕者）

全国社会福祉協議会　会長表彰　（敬称略）
　・村田　清子（民生委員・児童委員功労者）
　・榎本　　武（社会福祉協議会・民間社会福祉団体関係功労者）
　・鏑木　茂哉（社会福祉協議会・民間社会福祉団体関係功労者）
　・中原　和子（社会福祉協議会・民間社会福祉団体関係功労者）

問合せ

寄付者報告（敬称略）

寄付金　5件 医療法人社団啓友會 柁原医院 柁原啓一白井勇（２回） 匿名（2件）

平成28年11月1日～平成29年1月31日　

幸区社会福祉協議会が運営する「さいわいデイサービスセンター」（通所介護事業所）では、
スタッフのみでなく、ボランティアさん、利用者さん同士が一人一人の「笑顔」を大切に、目を配り、
声を掛け合い、和気あいあいと１日を楽しく過ごしています。
　年齢や性別を超え、会話や仕草から学ぶこと、学び合うことは多く、垣根を越えた元気を
もらえる居場所でありコミュニティとなっています。
　朝は「おはよう！」と手をふりあい、お帰りの際も「じゃあね～。また来週！」と手をふりあう
光景は、まるで学生時代のようで見ているこちらが嬉しくなります。
　よろしければ、見学にいらしてみませんか？

季節の行事やイベント等…
さいわいデイの一コマをご紹介！



　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、「地域福祉のために

」という目的で、寄付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付をお待ちしております。

　お寄せいただいた寄付金は、地域福祉の向上を目的に幸区社会福祉協議会が行う

社会福祉事業に、有効に活用させて頂いております。なお、ご寄付いただいた方の

お名前を本誌に掲載させていただいております。（P6を参照）

車いす・介護用ベッド・ポータブルトイレ・入浴補助用具・歩行器・シルバーカー（手押し車）・杖・スロー
プ・おむつ（未使用ものに限る）等で、安全かつ衛生上問題がなく、修理を必要としないもの。

■福祉用具は無料です。ただし、送料が発生する
　場合は原則としてゆずり受ける側が負担して
　下さい。
■現物を見て不具合が無い事を確認してから
　ゆずり受けることをお勧めします。

ゆずってほしい方とゆずりたい方の橋渡しをするため、幸区社会福祉協
議会入り口付近のホワイトボードで情報を掲示しています。

■情報を掲載できるのは、無料で提供可能な福祉用具に
　限ります。
■福祉用具はゆずり先が決まるまでご自宅で保管して下さい。

■安全及び衛生上問題があると判断される場合は、情報
　の掲載をお断りすることがあります。

プラザ祭り 移送サービス ボランティアセンター

乳幼児から高齢者までの各世代が
共に集うなかで、世代間の交流の
機会をつくり、地域で暮らすもの
同士が顔見知りの関係になること
を目指して開催しています。

通常の交通機関を利用することが
困難な高齢者・身体障がい者を対
象に、２台の福祉車両で運転ボラ
ンティアさんの協力をえてご家庭
から施設・医療機関等への送迎を
行っています。

ボランティア相談・紹介・調整・情
報提供やボランティアコーナーの
提供や区内でボランティア活動を
行う方へ印刷機の貸出（有料）も
行っています。

あたたかいご寄付をいただきありがとうございます。

例えば…

利用手順
◆申　込
◆紹　介

◆成　立

幸区社会福祉協議会の窓口に設置されている申込書に必要事項を記入しご提出下さい。

申込書の内容を社会福祉協議会の掲示板に掲載します。
※連絡先は掲載いたしません。

交渉の結果を社会福祉協議会に報告して下さい。不成立の場合もご連絡下さい。 
※当事者間で発生したトラブルに、本会は一切の責任を負いません。

○対象となる福祉用具

○ゆずって欲しい方 ○ゆずりたい方

地域課　044-556-5500

ゆずってほしい方とゆずりたい方の橋渡し

のご案内
福祉用具リサイクル事業 ご自宅に使わなくなった車いす等ありませんか？

◆調　整 ゆずりたい方とゆずって欲しい方の調整をいたします。
 （掲示板を見て希望した方に、情報を提供し、原則として当事者同士での
　やり取りをしていただきます。）

問合せ

（7）平成29年3月1日



（8）平成29年3月1日

平成29年度グループ・団体活動助成のご案内
幸区社会福祉協議会では、赤い羽根共同募金の配分金を財源とし、区内で活動しているボランティアグルー

プや当事者団体等の自主的な福祉活動に対して、その経費の一部を助成します。

社会福祉協議会は地域福祉の推進を担う役として法律で位置づけされた、民間の福祉団体

です。地域住民主体の様々な福祉事業（ボランティアセンターの運営、福祉教育の実施、高齢

者・障がい者の移送サービス、日常生活自立支援事業、赤い羽根共同募金等）を行っています。

このように福祉社会の実現に積極的に取り組んでいますが、より充実し的確な対応を図る

ためには、皆様のご理解とご支援が欠かせないものとなっております。

多くの方々に社協の会員としてご加入いただきますようお願いいたします。

・グループ・団体等活動への助成金申請が可能となります。

・ボランティアコーナーのロッカー利用の申請が可能となります。

・区社協通信を毎月代表者へ送付いたします。

・幸区の社会福祉（機関紙）を年4回代表者へ送付いたします。

・本会ホームページでの活動紹介が可能となります。

・会員種別ごとの会議に参加し、意見を社協事業に反映する

 ことができます。

所定の入会申込書を本会に提出していただき、本会会員規定に

基づき理事会の承認を得た、施設、団体等が会員となります。

年間費（2,000円～）の納入をお願いいたします。会員の種別

によって会費は異なります

上記の問合せ先：  地域課　電話：044-556-5500　FAX：044-556-5577

幸区社会福祉協議会では、本会の会員であり、区内でボラ
ンティア活動、障がい者等当事者等の活動をしているグ
ループ・団体に1年間無償（更新可）で、ロッカーを貸出し

ています。

プラザの研修室や印刷機等を定期的にご利用の方は、資料
や道具の保管場所等に使えますので是非お申込み下さい。
申請書は窓口で配布（ホームページでダウンロード可）

※数に限りがありますので、申込み多数の場合抽選となります。
※ロッカーサイズ：
   高さ約40センチ×幅約40センチ×奥行約45センチ

幸区を拠点として活動し、年間の事業計画及び自主財源
を基盤とした予算が明らかになっている、福祉領域のボ
ランティアグループ及び当事者団体で、幸区社会福祉協
議会の会員、かつ自主運営を行っているおおむね次のグ
ループ及び団体。
①定期的な会員の募集を行い、かつ自主財源確保の努力
　をしている
②地域福祉活動、福祉教育活動、自主活動を定例で実施
　している
③社会福祉の普及・推進に関わる活動に積極的に協力、
　参加をしている

①新規グループ・団体立ち上げ資金の一部
②定例会ほか会員向けの事務・事業費の一部
　※会員を対象とした飲食費、遊興費などは
　　対象外とします
③会員外を対象とした講座・行事費の一部
④福祉教育の普及・推進に要する経費の一部
⑤その他

所定の申請書に必要事項を記入し、関係書類（会則、会員名簿、
事業計画書、予算書、事業報告書、決算書等）を添えて提出。
申請書は窓口で配布（ホームページでダウンロード可）
※申請書の不備や不足書類があった場合、審査対象外に
　なることがあります

持参または郵送で、平成29年4月22日（土）必着

持参または郵送で、平成29年3月11日（土）必着

＜平成28年度　助成実績＞
 健やかリハビリ会／手話サークル幸の会／幸和会／衣の会
移送奉仕団体移送さいわい／手話サークルひまわりの会
傾聴ボランティアさいわい／手話サークル太陽の会／幸の会
幸区食生活改善推進員連絡協議会

ボランティアロッカーのご利用についてボランティアロッカーのご利用について

社協会員募集中です！

助成対象

申込方法

申請締切

助成金の使途

申請締切

会員になると

会費は

会員になるには


