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幸区の社会福祉幸区の社会福祉

　今年も、次のとおり川崎市幸区社会福祉大会
を開催いたします。
　第1部では地域福祉活動の功労者及び本会に
ご寄附いただいた方の顕彰式典、第2部では映画
「折り梅」を上映します。
　同居する夫の母がアルツハイマー型認知症と
なり、その対応に戸惑い、崩壊しかけた家族が、
思いがけない展開と様々な葛藤を経て見事に
再生してゆく物語に、人間の無限の可能性が
描かれる感動作です。実話に基づいたストーリー
は、老いと介護という高齢化社会の日本で誰もが
抱える問題をテーマに展開します。
　主演は「愛を乞うひと」の原田美枝子。認知症の
義母役を吉行和子が熱演します。
　併せて区内障がい者作業所などの活動紹介や
製品のPRを行います。多くの皆様のご来場を
心からお待ちいたしております。

平成29年9月27日（水）
13：00～16：00終了予定
※開場：12：20

日 時

幸市民館大ホール（幸区役所前）
※入場無料・申込不要

会 場

第1部　顕彰式典
第2部　記念映画上映「折り梅」

内 容

川崎市幸区社会福祉大会のご案内第15回

幸区社会福祉協議会　地域課

問合せ先

TEL：556-5500  FAX：556-5577
※車椅子で来場される方、手話通訳・要約筆記等が
　必要な方は9月7日（木）までにご連絡ください。



平成28年度 幸区社会福祉協議会 事業報告

住民交流活動拠点事業 総合相談

子育て支援

ボランティアセンターの運営

移送サービス事業の展開

広報啓発事業

乳幼児から高齢者まで世代を超えた多くの方々に利用し
ていただき「誰しもが顔見知りになれる」交流の場、気軽
に立ち寄れる地域の「陽だまり」を目指しています。

日々寄せられる様々な相談に対応するため、「共通相談
カード」による情報の共有化を図り、社協の組織を生か
した相談対応に努めました。職員の相談対応能力向上の
ため、研修に積極的に参加しました。小倉の駅舎 陽だまりの運営

登録会員数1,501名
（28年度新規登録者92名）
年間利用者数　5,065名
高齢者フリーパスの販売もしています。

塚越の陽だまりの運営
登録会員数1,480名
（28年度新規登録者89名）
年間利用者数　5,094名

福祉事業におけるボランティア活動の重要性を踏まえ、
ボランティア活動の輪を広げるべく講座等を開催し、依頼
に応じてボランティアコーディネートをしました。

・ボランティア活動に関する啓発、支援、情報提供
・ボランティア傾聴講座（54名参加）・手話講座（40名参加）
・ボランティア交流会（40名参加）
・福祉体験学習チャレンジボランティアの開催（延べ53名参加）
・ボランティアグループ等への活動助成(10件)
・福祉教育の推進と体験グッズの貸出
・ボランティア保険・行事用保険の受付

・保健福祉センター、子育て関係機関等と
  協働し情報提供、おこさまっぷ編集）
・プラザ祭りの開催（約15,000名参加）
・みんなで子育てフェアさいわい共催
・地区社協で実施する
  子育て支援事業への助成

通常の交通機関を利用することが困難な高齢者・障がい者
をもつ方を対象に福祉車両で医療機関や公共機関への
移送サービスを行っています。

・登録会員数14名　年間利用件数185件
・移送ボランティアフォローアップ 研修の実施（10名参加）、
  交流会の実施（14名参加）
・運転ボランティア養成講座の共催（1名参加）

・広報紙「幸区の社会福祉」の発行（4回全戸配布）
・幸区社協通信の発行　(毎月会員向け）
・幸区社会福祉大会の開催（約700名参加）
・区民祭への参加、協力
・ホームページの公開・運営

●相談件数　655件

行政やボランティア団体など幅広い関係機関・団体・地域
との協議を行い、地域で取り組む子育て支援を進めてい
ます。

高齢者福祉事業

・川崎市高齢者外出支援乗車事業（高齢者フリーパスの発行）
  福祉パル　2,875枚
  小倉の駅舎陽だまり　2,363枚
・在宅介護者区のつどいの開催(17名参加）
・高齢者ふれあい活動の支援
 (会食、配食、ミニデイサービス事業)

老人いこいの家の管理運営

総合相談窓口にて、情報提供や助言に努めました。また
施設の安全管理に重点を置き、不良箇所の整備に努め
ました。

・老人いこいの家運営（区内6か所）
  年間利用者数71,687名
・教養講座、入浴事業の実施
・「いこいの家まつり」の開催

障害者福祉事業

・精神保健福祉講座の共催　
・地域リハビリ、ミニデイケアへの支援
・車椅子の貸出（223件）
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寄附者報告
平成29年5月1日～7月31日

敬称略

平成28年度　決算報告
歳入合計 236,949,194 100.0% 205,943,377 100.0%歳出合計

会費収入(会費・賛助会費)

寄附金収入

経常経費補助金収入

受託金収入

事業収入

介護保険事業収入

受取利息配当金収入

その他の収入
(受入研修費収入・雑収入・施設整備等収入)

拠点区分間繰入金、サービス区分間繰入金収入

前年度繰越額

9,806,920

783,516

22,707,595

100,989,289

1,332,286

51,178,662

6,267

129,275

19,471,316

30,544,068

4.1%

0.3%

9.6%

42.6%

0.6%

21.6%

0.0%

0.1%

8.2%

12.9%

法人運営事業
調査研究、企画広報、連絡・調整事業
助成事業
地域福祉活動、在宅福祉活動、ボランティア活動振興事業
一般募金配分金事業
年末募金配分金事業

福祉パルさいわい受託経営、老人いこいの家受託経営
日常生活自立支援受託事業

生活福祉資金貸付業務受託事業
金品援護事業
ふれあいデイサービス事業受託経営事業
老人いこいの家管理経営事業
さいわい健康福祉プラザ管理経営事業
さいわいデイサービス事業

25,169,966
1,589,325
3,619,000
8,797,660
6,378,654
10,104,668

367,200

3,496,900
2,602,631
19,747,917
38,220,084
37,512,687
48,336,685

12.2%
0.8%
1.7%
4.3%
3.1%
4.9%

0.2%

1.7%
1.2%
9.6%
18.6%
18.2%
23.5%

自 平成28年4月1日　　至 平成29年3月31日 (単位：円)

次年度繰越額 31,005,817

財産目録 平成29年 3月31日現在

Ⅱ
　
負
債
の
部

Ⅰ
　
資
産
の
部

●流動負債

事業未払金

預り金

職員預り金

前受金

流動負債合計

●固定負債

固定負債合計

負債合計

13,671,078

1,219,176

72,316

42,000

15,004,570

0

15,004,570

科 目 金 額（円）金 額（円）科 目

●流動資産 

現 金 預 金 

事 業 未 収 金 

貯 蔵 品 

前 払 金 

流動資産合計  

●固定資産

＜基本財産 ＞

定期預金 

基本財産合計  

36,387,278

8,482,077

170,160

970,872

46,010,387

3,000,000

3,000,000

＜その他固定資産＞

車輌運搬具

器具及び備品

運用資金積立資産

その他の固定資産

その他の固定資産合計

固定資産合計  

資産合計

7

393,295

13,970,856

41,920

14,406,078

17,406,078

63,416,465

科 目 金 額（円）

差引純資産合計 48,411,895

さいわい健康福祉プラザ(老人福祉センター)の運営

輪投げ大会や踊ろう会など新たな行事を実施し、また地域
の食事会や会議で積極的に広報活動をしました。

新規登録者数301名
年間利用者数47,256名　
・健康相談、生活相談の実施
・各種講座の開催
・敬老のつどい、プラザ祭り等
  行事の開催

日常生活自立支援事業

自分では福祉サービスの利用契約や日常的な金銭管理な
どに不安のある高齢の方や、障がいのある方の財産や権利
を守り安心して日常生活を送れるよう支援しています。

・「幸区あんしんセンター」の設置
・日常的金銭管理サービス利用者数 50名
・書類等預かりサービス利用者数  8名
・相談件数（初回） 63件

幸区民生委員・児童委員協議会事務局
・各種会議・研修等
  民生委員制度は、今年100周年を迎えました。

さいわいデイサービスセンター(通所介護）の運営

介護者および利用者のニーズを考慮し、事業や内容の充実
を図り「必要な人に必要なサービスを提供する」と基本と
して運営しています。

・介護保険法に定める通所介護、
  介護予防通所介護サービスの提供
  1日の利用者約22名）
・職場体験・実習生の受け入れ

神奈川県共同募金会幸区支会事務局

・共同募金運動の実施
  共同募金運動は、今年70周年を迎えます。

その他受託事業

・福祉パルさいわいの運営
  研修室、ボランティアコーナーの年間利用者数3,876名
・生活福祉資金の相談
  相談件数 683件　新規貸付件数5件
・河原町小学校ふれあいデイサービスセンターの運営
  年間利用者数 4,631名

■ 寄附金　2件
幸和会
故渡辺春男

■ 寄託品　3件
衣の会
匿名

公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会
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1,600円月曜日
10：30～12：00

月曜日
13：30～15：00

月曜日
13：30～15：00

水曜日
10：00～12：00

水曜日
13：30～15：00

木曜日
10：00～12：00

金曜日
10：00～12：00

金曜日
13：30～15：30

1,200円

3,600円

300円

3,600円

1,200円

2,000円

7,000円
オカリナ+テキスト
※オカリナをお
持ちの方はテキス
ト代500円のみ。

身近にある季節の花や果物・野菜、生活用品を一つ選んで形の描き方、
色の塗り方を初歩から学んでみませんか？
＊A・Bの2つのクラスよりお選びください
A ①10/13 ②10/20 ③10/27 ④11/10 ⑤11/17 ⑥11/24
B ①12/11 ②12/18 ③12/15 ④12/22 ⑤11/12 ⑥11/１9

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

541-8000電　話

幸区戸手本町1-11-5 川崎市さいわい健康福祉プラザ2階住　所

さいわい健康福祉プラザからのお知らせ
（老人福祉センター）

※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

まいにちのアロマテラピー
Ａ・Ｂ・Ｃ
定員 各10名

はじめてのオカリナ
定員 20名

うたごえサロン
定員 30名

『おくのほそ道』を読む
定員 36名

男のあったか料理
定員 16名

絵画入門Ａ・Ｂ
定員 各12名

楽しいお菓子づくり
定員 16名

料理教室
～薬膳の考え方でより健康で楽しく～

定員 16名

（リフレッシュ体操、スマホ・タブレット講座は通年開催）

※材料・教材費に含まれるもの以外に、ご自身でお持ちいただくものがあります。

▶申し込みが必要な講座
講座名 内容・日程 曜日・時間 材料・教材費

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）

平成29年度 後期講座（10～1月）のご案内平成29年度 後期講座（10～1月）のご案内

アロマテラピーのお話しと、オリジナルオイルを作るワークショップです。セ
ルフリンパマッサージ、ハンドマッサージのレッスンも。初心者の方大歓迎♪
＊A・B・Cの3つのクラスよりお選びください

オカリナの音色が好きで、吹けるようになりたいと思っている方、オカリナ
の持ち方から始めます。

予備日 12/18
※A・B・C共通

A ①10/16 ②10/23 ③10/30
B ①11/06 ②11/13 ③11/20
C ①11/27 ②12/04 ③12/11

来年の干支（戌）根付を作りませんか講 座 案 内
11月24日（金）13：00～
500円（当日徴収）
9月15日（金）9：00～幸区社会福祉協議会へ来所または電話 ☎556-5500

主催：衣の会（高齢者・障害者のための布リフォームボランティア）

【日  時】
【材料費】
【申  込】

【場  所】
【持ち物】

さいわい健康福祉プラザ２階 研修室
はさみ、縫い針、糸

予備日
1/22

①10/16 ②10/23 ③10/30 ④11/06 ⑤11/13 ⑥11/20
⑦11/27 ⑧12/04 ⑨12/11 ⑩12/18 ⑪11/15

薬膳の考え方を取り入れて、身体の中から健康になりましょう。
男女混合の料理教室です。 予備日

2/14①10/25 ②11/18 ③11/22 ④12/13 ⑤11/10 ⑥11/24

松尾芭蕉の『おくのほそ道』とあわせて弟子の曾良の随行日記
を比べて読みます。 予備日

1/17①10/11 ②11/18 ③11/22 ④12/16 ⑤12/13 ⑥ 1/10

和・洋さまざまなお菓子を作ります。自分で作るとよろこび
倍増です！ 予備日

2/2①11/10 ②11/24 ③12/18 ④12/22 ⑤11/12 ⑥11/26

男性向け料理教室です。寒くなる季節、体を温める料理を学ん
で心も体もポッカポカ。 予備日

1/18①10/12 ②10/26 ③11/19 ④11/30 ⑤12/14 ⑥11/11

童謡・唱歌を中心にギターの弾き語りにあわせて歌っていきたいと思います。
腹式呼吸にあわせて発声の練習。自分の声がこんなに出るようになるんだと
体感して頂きます。歌うことが介護予防に繋がるので皆で楽しみましょう♪

予備日
1/29

①10/16 ②10/23 ③10/30 ④11/16 ⑤11/13 ⑥11/20
⑦11/27 ⑧12/14 ⑨12/11 ⑩12/18 ⑪11/15 ⑫11/22

予備日 1/26 ※A・B共通
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過ごしやすい季節になってきました。秋は、楽しいイベントが
目白押し！家族・友達を誘って、一緒に出掛けよう♪秋のイベント情報秋のイベント情報

敬老のつどい（さいわい健康福祉プラザ）
幸区社会福祉大会
幸区民祭　　　
プラザ祭り　　　

○
○
○

  9月15日（金）
  9月27日（水）

同時
開催

10月7日（土）～8日（日）

　　下平間・小倉いこいの家まつり
　　南河原いこいの家まつり
　　日吉いこいの家まつり

御幸・古市場いこいの家まつり

○
○
○
○

10月28日（土）
11月11日（土）
11月18日（土）
11月25日（土）

火曜日
10：00～11：30

火曜日
13：15～14：15

水曜日
10：00～11：30

金曜日
10：00～11：30

木曜日
13：30～15：30

無料

認知症予防体操

リフレッシュ体操

ストレッチ
健康体操

楽らく
トレーニング

スマホ・タブレット
なんでも相談教室

▶申し込みが不要な講座
講座名 内容・日程 曜日・時間 材料・教材費

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。

さいわい健康福祉プラザ 2階受付
●本人が直接来所し、お申し込みください（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

市内在住の60歳以上の方（平成29年9月1日現在）
平成29年10月～平成30年1月 ＊順次開講
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）
●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
　※10月2日までに届かない場合はお問い合せください

申込場所

申込方法

応募資格

申込期間

日　 程

費　 用

その他

平成29年9月19日（火）～25日（月）午前9時～午後4時（日祝休）

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。
奇数：①10/03 ②10/17 ③10/31 ④11/07 ⑤11/21 ⑥12/05 
　　 ⑦12/19 ⑧01/09 ⑨01/23 ⑩02/13 ⑪02/27 ⑫03/13 ⑬3/27
奇数：①10/10 ②10/24 ③11/14 ④11/28 ⑤12/12 ⑥12/26 
　　  ⑦01/16 ⑧01/30 ⑨02/06 ⑩02/20 ⑪03/06 ⑫03/20

認知症予防のため、頭と身体の体操を学びます。声を出しながら身体を同時に
動かす体操で認知症を予防しませんか。
奇数：①11/14 ②11/28 ③12/12 ④01/09 ⑤1/23 
偶数：①11/07 ②11/21 ③12/05 ④12/19 ⑤1/16

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。
①10/12 ②10/26 ③11/09 ④11/22 ⑤12/14 ⑥12/21 
⑦01/11 ⑧01/25 ⑨02/08 ⑩02/22 ⑪03/08 ⑫03/22

ストレッチ・有酸素運動・筋トレを中心にコグニサイズなども取り入れ、声を出し
ながら脳トレします。
奇数：①10/11 ②10/25 ③11/08 ④11/22 ⑤12/06 
偶数：①10/18 ②11/01 ③11/15 ④11/29 ⑤12/13
健康で元気に過ごすために、楽しくできる身体づくり運動を学びましょう。楽
しく運動すれば毎日続けられて、筋力UP、アンチエイジング、転倒予防につな
がります。
奇数：①11/24 ②12/08 ③12/22 ④01/12 ⑤01/26 
偶数：①11/17 ②12/01 ③12/15 ④01/05 ⑤01/19

＊原則第2・第4木曜。ただし、11/22は水曜日、12/21は第3木曜日。
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寄付金が配分されるまで

10月1日から
赤い羽根共同募金運動が始まります

　毎年全国一斉にスタートする赤い羽根共同募金運動は、社会福祉法に定められた公的な募金運動であり、10月1日

から12月31日まで行われます。

　赤い羽根募金は「計画募金」とも言われ、あらかじめ神奈川県内の子どもたちや高齢者、障害がある方を支えるため

の福祉施設や団体及び社会福祉協議会などから配分の申請を受け、それに必要な総額（目標額）を定めて募金活動を

行っています。

　募金には、世帯へご協力いただいている「戸別募金」の他、「街頭募金」、「法人募金」、「校内募金」、「イベント募金」、

「職域募金」などがあります。　

　集められた募金は、幸区社会福祉協議会内の福祉活動を行う団体への助成や福祉施設の送迎車両などに配分

されます。また、大規模な災害が起こった際の備えとなる「災害等準備金」として、一部が積み立てられます。

　「おたがいさま」の気持ちでつなぐ共同募金運動は、今年で70周年です。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いい

たします。

戸別募金や街頭募金、法人募金、

校内募金、イベント募金、職域募金

などで募金をお願いします。

各団体の申請により、必要な

募金額（目標額）が決まります。

申請した団体が、募金で集めたお金を

どのような事業に使おうとしているのか、

地域の代表者等で確認して、話し合って

許可するかを決めます。

29年度
募金バッジ
取り扱います

県オリジナル▶
「レッサーパンダ」

◀川崎フロンターレ
「ふろん太」

※10月よりバッジ募金を受け付けま

す。詳細は事務局（556-5500）へお

問い合わせください。

募金の配分先（一例）

社会福祉施設（つくし）の送迎車両へ 陽だまりの運営費へ

地区社協の事業費へ
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　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、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。

　夏休み期間はいつも笑顔を届けてくださるボランティアさん、ヨガ、書道、リトミック体操の先生以外にも、市内

小中高生のボランティア体験、教職を目指す大学生の介護等体験など、たくさんの方がいらしてくださり、また流し

そうめんをはじめとする夏の行事に、いつにも増してにぎやかで刺激ある楽しい時間を過ごしています。

　元気で活気ある温かな運営を職員一丸となって目指しています。

≪年末たすけあい運動「慰問金」配分の申請に関するお知らせ≫
　毎年12月1日～31日にご協力いただいております「年末たすけあい運動」の募金は、福祉ニーズを持つ世帯への

年末慰問金として、民生委員を通して配分されます。要件に該当し、慰問金の配分を希望される方は、10月31日

必着で申請をして下さい。

平成29年9月1日現在、次の（1）～（4）いずれかの項目に該当するご本人が非課税であり、

かつ幸区在住である世帯。

(1)身体障害者手帳1・2級の方がいる世帯

(2)療育手帳Aの方がいる世帯

(3)精神障害者保健福祉手帳1・2級の方がいる世帯

(4)要介護認定4・5の方がいる世帯　
　※年末慰問金は、世帯に対して配分します。
　※生活保護受給世帯、施設・グループホーム等で生活されている方、長期入院されている方は対象外となります。

平成29年10月31日(火)必着

所定の申請書に必要事項を記入し、証明書類を添付の上、申請先へ直接または郵送。

●幸区社会福祉協議会(さいわい健康福祉プラザ内)
●幸区役所保健福祉センター2階(高齢・障害課)
●日吉出張所
●幸区内老人いこいの家
●小倉の駅舎　陽だまり
●塚越の陽だまり
　※なお、申請書は本会ホームページからもダウンロードできます。

平成29年12月下旬、民生委員が個別に配付。

申請者の個人情報は、当事業のみに使用し適正に取扱います。

対象世帯

申請締切

申請方法

申請書配布場所

慰問金配分方法

個人情報の取扱い

申請先・問合せ先
〒212－0023　川崎市幸区戸手本町1－11－5　電話：556-5500　Fax：556-5577
幸区社会福祉協議会 地域課

さいわいデイサービスセンター♪

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…と悩み中の方、ご相談ください！

【営業日】　月曜日～金曜日
（祝祭日：開所 土日、年末年始：休所）
【サービス提供時間】10：00～16：00
＊13：30までの利用も応相談　　
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

電話：541-8245
FAX：556-5577

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

E-mail：saiwai-d@csw-kawasaki.or.jp

区内の老人福祉施設の囲碁・将棋・オセロ大会
オセロ決勝はKさん・Tさんのさいわい
デイ対決

涼を楽しむイベント 流しそうめん
みなさん美味しく召し上がりました。
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伝えたい！知ってほしい！統合失調症

運転ボランティア養成講座
～あなたの運転を地域のために生かしませんか～

平成29年度 メンタルヘルス講座

知ってほしい！～統合失調症ってなぁに？ 在宅医療の現場より～第1回
平成29年11月6日（月） 14：00～16：00 ※13：30～ 受付開始
幸区役所 4階 「第4会議室」
統合失調症の症状・治療、在宅医療の現場での事例など
精神科医師　飯田 茂 先生　（医療法人社団心翠会 理事長、登戸診療所 院長）

日 時

会 場 参加費

内 容

講 師

無料

平成29年11月11日(土) 10：00～16：30
　　　　 11月12日(日)   9：30～16：50※全日程・全時間の受講が必要です。
福祉パルみやまえ研修室（宮前区宮崎2-6-10 宮崎台ガーデンオフィス）
社協が行う移送サービス事業の運転ボランティアとして活動を希望する方
その他NPO法人・団体等で活動を希望する方
3,000円
筆記用具、運転免許証、昼食、雨天時のカッパ
移送サービス概論等の講義、福祉車両使用の運転演習
30名（応募多数の場合抽選、市内活動者優先）※結果を通知します
申込用紙を使用の上、FAXにまたは郵便にて申込む。　
平成29年10月2日（月）～平成29年10月31日（火）必着。
宮前区社会福祉協議会 地域課

日 時

会 場

対 象

持ち物

内 容

定 員

申 込

申込先

参加費

伝えたい！ ～自分らしく地域で生きていくために～第2回
平成29年11月30日（木） 14：00～16：00 ※13：30～ 受付開始
さいわい健康福祉プラザ 3階 「機能回復訓練室」
病気と上手につきあいながら地域で送る生活について
 （生活上の工夫、仕事のこと、オフの楽しみ方など）
精神疾患を抱えながら地域で生活している当事者 3名

下記までお電話にて、お申し込みください。　

第2回では、障害者の通所施設である「レジネス」「みゆき作業所」「地域活動支援センターふれあい」が
出店し、自主製品の販売がございます。来場の記念に是非お買い求めください。

日 時

会 場 参加費

内 容

講 師

申 込

無料

幸区役所高齢・障害課　障害者支援係 TEL：556-6654

主催：幸区精神保健福祉連絡会
（平日午前8時30分～12時　午後1時～午後5時）
平成29年10月2日（月）から電話・窓口で受付※定員は各回50名（先着順）

地域に暮らしている、公共交通機関を利用することが困難な方のために、運転ボランティアの活躍が求められて
います。この講習を修了すると、福祉有償運送運転者及びセダン等運転者として認定されます。

※幸区社協は現在18名の運転ボランティアに協力してもらい、移送サービスを提供しています。あと3名程度運転
ボランティアを必要としていますので、ぜひ受講後幸区社協へご協力ください。申込用紙は幸区社協にありますので
ご連絡ください（☎556－5500）

TEL：856-5500　FAX：852-4955
　　　　 


