
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30年1月16日現在)

皆様の温かいご協力、本当にありがとうございました！！
赤い羽根共同募金 13,686,288円 10,034,361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30年3月1日
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施設・団体
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市・区・地区
社会福祉協議会
41%

平成30年度の
地域福祉・在宅福祉等の
地域事業支援費として
63％

平成２9年度 要援護世帯
（377世帯）への慰問金及び
一人暮らし高齢者への
慰問品（2,379世帯） 37％

　赤い羽根共同募金
平成30年度の
  事業費

　年末たすけあい募金
平成29年度の
  事業費

地域住民同士の交流事業へ地域の子育て事業へ 一人暮らし高齢者等のための会食活動へ



　平成19年にオープンした住民交流活動拠点小倉の駅舎陽だまりは、平成29年11月１２日で10周年を迎え

ました。この節目を迎えるにあたり、12月4～8日に小倉の駅舎陽だまりでは「陽だまり10周年ウィーク」を開

催しました。陽だまりに来て作り上げた数々の作品や当時の様子がわかる写真の展示、くじ引きによるプレゼ

ント企画を実施し、来場者には10年間の思い出にひたってもらいました。

　さらに12月7日には、小倉の駅舎陽だまり開設10周年記念式典を小倉公会堂にて開催しました。開設の

きっかけを与えてくださった方や当時の運営に携わっていた方にご参加いただき、開設当時の工夫や苦労話

などで盛り上がりました。また、開設当初から運営に貢献してきた管理人や講座講師に対して感謝状の贈呈

が行われました。陽だまりらしく、温かでなごやかな式典が盛大に行われました。

住　所：幸区小倉2－26－22（小倉商栄会通り沿い　※バス通りです）
電　話：044－201－7560
開　館：月～金　10時～16時　※土日祝日、年末年始は除く

開設10周年記念式典が開催されました開設10周年記念式典が開催されました
小倉の駅舎陽だまり小倉の駅舎陽だまり

○休憩ができて、誰でも無料でコーヒーやお茶が飲めます
　買い物帰りや散歩の途中に寄られる方が多いです。
　井戸端会議のように、友人や管理人と話しながら休憩していってください。

○誰もが利用しやすい
　室内はほとんど段差がないため、小さなお子さんや高齢者の方でも安心して入れます。
　またテーブルやちゃぶ台があるため、手芸や学校の宿題をしたり、お弁当を食べることも
できます。

○高齢者フリーパスが買えます(販売時間：10時～12時、13時～15時)
　さいわい健康福祉プラザやバス営業所等だけでなく、陽だまりでも高齢者フリーパスの
申込手続きができます。申込される場合、必ず川崎市高齢者特別乗車証明書や各種障害者
手帳などをご持参ください。

■小倉の駅舎陽だまりって？

式典の様子

陽だまりでの作品展示

感謝状の贈呈の様子

地域へ還元！
運営費は皆さんから

お預かりした共同募金の一部が
使用されています。

「塚越の陽だまり」もご利用下さい。

塚越3丁目さくらの公園の隣にあります。

皆様のお越しをお待ちしています。
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　川崎市内のいこいの家で、専門の指導員による体操とミニ講座を行っています。今の体力を維持したい方

も、体力の低下が気になる方も、いこい元気広場に参加して、すぐに実践できる健康づくり・介護予防を楽

しく一緒に学びませんか？　見学も大歓迎です。ぜひ一度お越しください。

※原則として、以前参加したことがある方は参加できませんが、キャンペーン中はいこい元気広場に参加した
　ことがない方を紹介していただければ、その方と一緒に、もう一度参加できます。

※祝日、年末年始（12/29 ～1/3）はお休みです。　※台風や大雪等により、中止する場合があります。

※定員を超えた場合には、時期を調整して参加していただく場合があります。

※記載されている実施曜日・時間は、平成30年4月から平成31年3月末までの予定であり、

　その後は変更となる場合があります。

対象者 川崎市内在住の65歳以上の方で、以下のどちらにもあてはまる方
 ・医師から運動を禁止されていない
 ・要介護１～５の認定を受けていない

日　時 毎週1回(1回あたり90分)

場　所 いこいの家「大広間」

定　員 定員20名程度

利用期間 6か月間

参加方法 原則、予約は必要ありません。
直接会場にお越しください。(利用料無料)

持ち物 タオル、飲み物
内　容 ①転ばない体づくりのための体操

…椅子に座ったまま無理なくできる体操や、家でもできる体操の紹介等
②健康づくりに役立つミニ講座
…口腔ケアや栄養改善、その他介護予防の情報等
　※毎回、事業開始前に血圧測定などの体調確認を行います。
　※1か月目と5か月目に簡単な体力測定を行います。

いこい元気広場事業は川崎市の委託事業です。

いこい元気広場に参加しませんか？いこい元気広場に参加しませんか？

スタッフが親切で、毎回楽しみに通っ
ていました。6か月間通ううち、友達も
できました。

膝痛・腰痛が和らぎ、体も軽くなりまし
た。教わったことを自宅でもできる限り
実践するようにしています。

いこい元気広場参加をきっかけに、地域
の活動にも参加するようになりました。

習った体操を、地域の体操サークルで
も取り入れています。

問合せ:幸区役所地域みまもり支援センター地域支援担当　 電話：044-556-6648

参加した人の

声
参加した人の

声

おともだち紹介キャンペーン実施中!

いこい元気広場　実施曜日・時間一覧幸区

いこいの家 住　所 最寄りの交通機関 曜日 時　間
御 幸
南 河 原
下 平 間
古 市 場
日 吉
小 倉

幸区紺屋町33-1

幸区南幸町1-11

幸区下平間357-6

幸区古市場1781-1

幸区北加瀬1-39-5

幸区小倉5-32-5

市バス「御幸小学校前」

市バス・臨港バス「中幸町」

東急バス「武道館前」

市バス「下平間住宅前」・東急バス「住宅前」

市バス・臨港バス「夢見ヶ崎動物公園前」

臨港バス「ロクゴー前」

水

木

金

火

月

金

13：30～15：00

10：00～11：30

13：30～15：00

10：00～11：30

10：00～11：30

10：00～11：30

（3）平成30年3月1日
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平成30年度 春期講座（4～9月）  のご案内

【申し込みが必要な講座】

定員10名
縫って作るおしゃれ小物

ペンケース、帽子ブローチ、ペットボトルカバー、アクセサリーポーチを
作ります。洋装技能士のかわさきマイスターの石塚よし子さんが、ゆっ
くりていねいに指導してくださいます。

月曜日
13:30～15:30 1,200円

講 座 名 内 容・日程 曜日・時間 材料・教材費 (※)

①４/９ ②４/２３ ③５/７ ④５/２１ ⑤６/４ ⑥６/18 ⑦７/2
⑧７/２３　予備：７/３０

定員16名
初心者のためのカメラ講座

写るから撮るを体験してみよう。みんなで考え、伝える写真を
学びましょう。
機種は問いません。お手持ちのカメラをお持ちください。 火曜日

10：00～12：00 0円

定員20名

楽しい民謡
親しみある民謡を中心に、お腹から心を出す練習をします。
三味線の音色に合わせて歌い、健康・ダイエットに最適!!
初心者の方も大歓迎♪ 火曜日

10:00～11:30 1,620円
① 4/17 ② 4/24 ③ 5/15 ④ 5/22 ⑤ 5/29 ⑥ 6/12 
⑦ 6/19 ⑧ 6/26 ⑨ 7/10 ⑩ 7/17 ⑪ 7/24 予備：7/31

定員30名
太極拳

太極拳は、「若返りの秘法」とも言われ、誰でも楽しみながら健
康増進が図れるスポーツです。レッツ・トライ！
初心者の方大歓迎です♪ 水曜日

10：00～12：00 1,750円
①４/11 ②4/18 ③4/25 ④5/9 ⑤5/1６ ⑥5/23 ⑦5/30 ⑧6/6 
⑨6/13 ⑩6/20 ⑪6/27 ⑫7/4  ⑬7/11　予備：７/18

定員10名
粋に着る浴衣 もっと気軽に浴衣や着物を着てみませんか？簡単着付けからき

ちんと着付け！ぜひ一緒に着物を楽しみましょう。女性限定。 水曜日
13：30～15：30 0円

①5/9 ②5/23 ③6/6　予備：6/13

定員16名

お料理教室
～体を作る郷土料理～

南の地域や国のお料理を中心に、夏を乗り切る体を作りましょ
う。男女混合のお料理教室です。

※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。

木曜日
10：00～12：00 3,600円

①４/26 ②5/10 ③5/24 ④6/7 ⑤6/21 ⑥7/5　予備：７/19

定員16名
初めてのウクレレ講座

ウクレレの基本を学びます。
講座の最後に全員で合奏を楽しみましょう。 金曜日

10：00～11：30
540円

①４/20 ②４/２7 ③5/11 ④５/１8 ⑤５/25 ⑥6/1⑦６/8 ⑧６/１5
⑨６/22 ⑩6/29　予備：７/6

定員18名
ペン習字入門

基本の「ひらがな」を練習します。次に百人一首や人名の書き方
を学びます。※使用するディスクペンは教材費から購入します。 金曜日

10：00～12：00 900円
①４/20 ②４/２7 ③5/11 ④５/18 ⑤５/25 ⑥6/1⑦６/8 
⑧６/15 ⑨６/22 ⑩６/29　予備：７/6

定員16名

男のキッチン
～スパイスで一味違う料理～

スパイスの効能を利用して体調を整える。普段の食事にスパイスで
一工夫♪カレー以外にも使いましょう。男性限定のお料理教室です。 水曜日

10：00～12：00 3,600円
①5/9 ②5/23 ③6/13 ④6/２7 ⑤7/11 ⑥7/25　予備：8/8

① 4/17 ② 4/24 ③ 5/8 ④ 5/15 ⑤ 5/22 ⑥ 5/29 ⑦ 6/5
⑧ 6/12 ⑨ 6/19 ⑩ 6/26 予備：７/3

ウクレレは
各自準備

からのお知らせ
さいわい健康福祉プラザは、川崎市在住・60歳以上の方が、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、
　2階受付でお手続きください。

4月より春期講座を順次開講いたします。　講座には、「申し込みが必要な講座」と「自由参加の講座（申し込み不要）」があります。
「申し込みが必要な講座」の受講を希望される方は、別記の方法でお申し込みください。
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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

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奇：①４/9 ②４/２3 ③５/14 ④５/２8 ⑤６/11
偶：①４/１6 ②５/7 ③５/21 ④6/ 4  ⑤６/１8

健康ヨガ体操入門

ゆったりじっくり呼吸法・ポーズを用いながら、楽しく筋力維持・向上を目
指します。人と比べず、マイペースに行うのがヨガの魅力！初めての方も
安心してご参加ください。 金曜日

13：30～15：00奇：①5/25 ②6/8 ③6/22  ④7/６ ⑤7/２０
偶：①6/1 ②6/15 ③6/29  ④7/１３ ⑤7/２７

はじめての
スマホ・タブレット講座 ①４/１2 ②5/10 ③6/14 ④7/12 ⑤8/9 ⑥9/20

【申込期間】平成30年3月１５日(木)～２0日（火） 受付時間：午前９時～午後4時（日祝休）
【応募資格】市内在住の60歳以上の方
【日程】平成30年4月～9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】●本人が直接来所し、お申し込みください。（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。
　　　　　●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。
　　　　　●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。）
　　　　　※その他の詳細はプラザの配布物やホームページをご覧ください。

【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

柔道整復師の先生が指導してくださいます。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。

火曜日
13：15～14：15

0円

奇：①４/１7 ②5/8 ③５/22 ④6/5 ⑤６/19 ⑥7/3 ⑦７/１7
     ⑧７/31 ⑨８/2１ ⑩9/4
偶：①４/10 ②４/24 ③５/15 ④５/29 ⑤6/12 ⑥６/2６
    ⑦7/1０ ⑧７/2４ ⑨8/7 ⑩８/2８

木曜日
13：30～15：30

スマートフォンやタブレットとはどういうものかという説明から入る全くの初
心者向け講座です。電源ボタンの入れ方から学んで行きます。

そこが知りたい！
スマホ・タブレット
相談教室 ①４/26 ②5/24 ③6/28 ④7/26 ⑤8/23 ⑥9/27

木曜日
13：30～15：30

スマホ・タブレットの知識はあるが、分からないところがある方を対象に、毎回
テーマを決めて実施します。 講師が個別に対応する質問コーナーもあります。

★…30年度通年で開催しています。10月以降の予定は、別途ご案内いたします。

★

★

★

※ 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。

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

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

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「幸高校前」下車

アク
セス

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

※ 持ち物等の詳細は、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご報告
地域の皆様からお寄せいただいた毛糸や布を使って「手仕事の
会」の皆さんに作ってもらった手編みのレッグウォーマー等を特
別養護老人ホーム「幸風苑」にお届けしました。ご協力ありがとう
ございました。



（6）平成30年3月1日

さいわいデイサービスセンター　電話：044-541-8245（月～金 8:30～17:30）
(幸区役所、市民館、幸こども文化センターに隣接) 

問合せ

◯匿名(3件)　◯新川崎・鹿島田駅周辺地域コミュニティ推進会議
◯医療法人社団啓友會柁原医院　柁原 啓一　○寺村 公一

平成29年11月1日～平成30年1月31日※敬称略寄附者報告

見学等
大歓迎

厚生労働大臣表彰（敬称略）
　・村田　清子（民生委員・児童委員功労賞）
　・小澤　麗子（共同募金運動奉仕功労者・団体）

全国社会福祉協議会　会長表彰　（敬称略）
　・池田　満（社協・民間社会福祉団体功労賞）

平成29年度　全国社会福祉大会　
平成29年11月22日（水）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、ご紹介いたします。

　川崎市の指定管理事業として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」
は、介護保険で要支援
または要介護認定を受けた方の通所施設です。
　現在は60歳代から100歳を超える方が、周囲の方との雑談、食事、入浴、体操などのプログラム、ボラン
ティアさんとの会話、楽器演奏や踊り鑑賞、アロマ体験、子ども・孫・ひ孫世代のボランティアさんの訪
問などを楽しんでいます。
　日常の何気ない場面で私たちが学ぶことも多く、先日も言葉が出にくい方と数人の利用者さんが席を囲み談笑されて
いました。「話したいよね」「ゆっくりでいいよ」「大丈夫、大丈夫」…自然と言葉だけでなく笑顔、そして涙があふれていま
した。「心がほぐれたら言葉も自然に出てくる」と話された体操の先生の言葉を思い出しました。認知症等で不穏な状態の
方の隣に座り一緒に歌を唄ってくださったり、不慣れで緊張している学生ボランティアさんから笑顔を引き出すなど「利用
者さん＝受け身」ではありません。

　その世代特有の助け合いの精神？ 同じような環境？ 理由は分かりませ
んが、そこには本来の地域や人の温かさがあり、まさに社協の目指す「互助」
「協働」の温かで緩やかな姿が自然に構築されています。
　職員のみでなく、ボランティアでプログラム支援をしてくださる先生、日常
のボランティアさん、そして利用される方同士がホッコリできるアットホーム
なさいわいデイは、みなさまのご協力、ご支援で、今日もにぎやかな笑い声に包
まれています。

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。

ゆずってほしい方とゆずりたい方の橋渡しをするため、さいわい健康福祉プラザ入口付近のボードに情報を掲示しています。

利 用 手 順
◆申　込 本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。

◆紹　介 申込書の内容をさいわい健康福祉プラザ入口付近の掲示板に掲載します。
※連絡先は掲載いたしません。

◆成　立 交渉の結果を本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

■無料でゆずってほしい福祉用具情報を掲示します。ただし、送
料が発生する場合は原則としてゆずってほしい方が負担して下
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。

○ゆずって欲しい方
■無料で提供したい福祉用具情報を掲示します。
■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。

○ゆずりたい方

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

◆調　整 ゆずってほしい方とゆずりたい方との調整をいたします。
 （掲示板を見て「ゆずってほしい」「ゆずりたい」と希望した方に、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。）

フロア一丸となる、おかげさまの歌♪
齋藤先生と中川先生（火・木 午後）

あたたかいご寄附をいただき
ありがとうございます。

本会が行う社会福祉事業に活用させていただきます。
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河原町ふれあいデイサービスセンター事業の終了に寄せて

　平成12年度から川崎市の委託事業として開始された、小学校空き教室を活用した「ふれあいデイサービス事
業」は、川崎市の福祉政策の見直しにより平成29年度をもって終了となります。
　この事業は、幸区社会福祉協議会が受託し、河原町地区社会福祉協議会の協力のもと、17年間円滑に運営を
行いました。
　介護予防の観点から、外出機会の確保や地域交流等を必要とする高齢者に対して、ふれあいデイ運営委員、
地域のボランティア、職員が一丸となり、サービスを提供してきました。
　中でも、毎日提供されるボランティアの皆さんの手作り給食は、他のふれあいデイにはない河原町デイの自慢でも
ありました。
　事業の終了に伴い、永年の感謝を込めてメッセージを掲載いたします。

　皆様と過ごした日々は、私にとってかけがえ
のない大切な想い出です。皆様には、たくさん
の事を学ばさせていただきました。感謝の気
持ちでいっぱいです。これからもお身体にはお
気をつけていつまでもお元気でいて下さい。

今までありがとうございました。

伊藤 有里
河原町ふれあいデイサービスセンター

河原町ふれあいデイサービスセンター
看護師

　河原町ふれあいデイサービスに勤務した3年
間は、あたたかい職場とやりがいのある仕事に
恵まれ、あっという間でした。利用者の皆様は

介護認定者にならないよう頑張る意気込みがあり、通うたびに会
話が弾み、ストレッチやゲーム、クラフト等の作品作りや温かい
昼食を楽しみ、毎回おしゃべりと笑い声が絶えません。
　また、17年間の作品を自宅に飾り、家族や友人に披露している
お話を聞き、とても嬉しかったです。
　私は、皆様から多くの事を学ばせていただき、沢山の思い出が
でき、感謝しています。デイサービスが終了となり、利用者様と会
えなくなるのは辛く淋しいですが、皆様どうか健康に留意して、
健康長寿を目指してお過ごしください。

久保 サキ子

河原町ふれあいデイサービスセンター
所長

私が8年弱在籍する中で利用者・地区社協の運
営委員の方 ・々地域の方々、関係者の方々等、大
勢の方達と出会う中で色々な経験をして私自身

も学ばせていただきました。本当に感謝しています。
　閉じこもりや外出機会が少ない方も施設に通うようになり、出
会いが増え、交流を楽しみ、色々なプログラムに挑戦し、日に日に
明るい表情になりました。
　当施設が閉鎖することを聞いた時は利用者一人一人の顔が浮か
び、今後の利用者がどうなるのかという思いがよぎりましたが、
自分のことより職員の今後を心配する方もおり、感謝の気持ちで
いっぱいです。
　年間行事として恒例だった、初詣・節分・雛祭り・お花見・端午
の節句・バラ園散策・納涼祭・敬老会・クリスマス会・押絵作り・
食事会は勿論ですが、思い出作りで行った日帰り旅行は記憶に残
る日となりました。
　また、約８年間で利用者と共に過ごした一日一日が思い出深く、
簡単に言葉には表現することができません。一つ一つが込み上げ
てくるものがあります。
　私には100人以上の父親と母親ができたと胸を張ってこれから
も過ごしていきたいと思っています。
　今まで河原町ふれあいデイサービスセンター運営に携わって
いただいた全ての皆様に御礼申し上げます。

戸松 里美

河原町ふれあいデイサービスセンター
運営委員会委員長

　介護保険の要介護認定において「自立」と認
定された高齢者等に対して、介護保険給付に代
わり、学校施設を活用して食事やIADL（手段的

日常生活動作）訓練、健康チェック等のサービスを通所で提供す
ることにより、閉じこもり等による状態悪化の予防や自立した生
活を確保するために生活支援を行なうことを目的として、平成12
年6月1日に「幸区河原町小学校ふれあいデイサービスセンター」
が開設されました。
　開設にあたり、川崎市から地元自治会や河原町地区社協に説明
があり、地元でも多くの協議を重ね、深刻な高齢化が進んでいる
地域としては、全面的に協力していくことが決定され、地域が一
丸となって事業推進に取り組んできました。
　早いもので、開設から17年が過ぎ、多くの高齢者の孤立、介護
予防の一助に寄与できたのではないかと感じております。
　平成３０年3月31日をもって、河原町ふれあいデイサービスセン
ター事業は終了いたしますが、今後も引き続き、地域の福祉活動
の進展に努力していきたいと考えております。
　永年にわたり、本事業の推進にご協力いただきました、全ての
方々に心より御礼を申し上げます。

鏑木 茂哉

河原町ふれあいデイサービスセンター

　7年半、皆さんと大切な時間を過ごさせてい
ただきました。色々な事を学び、教わりました。
感謝の一言に尽きます。ありがとうござい
ました。

白木 有子

平成15年6月より勤務し、利用者の方々と一緒
に行事や日帰り旅行、食事会など楽しく過ごさ
せていただきました。終了してしまうことが残
念です。沢山の思い出ができました。
14年間ありがとうございました。

河原町ふれあいデイサービスセンター

芳賀 和子

河原町ふれあいデイサービスセンター
職員

　皆様と過ごしたあっという間の2年3ヶ月、笑
いあり、そして元気をもらい、沢山のことを学
ばせてもらいました。一緒に過ごさせていただ
いたこと、一生の宝です。これからもお身体に

お気をつけて、いつまでもお元気でいてください。

中畑 美歩

　1年半の勤務でやっと通所の方々の事がわか
りコミュニケーションがとれるようになったの
にお別れが残念です。
　当デイサービス利用の方々の健康や自活の
ために常日頃各自が努力されている姿にかえっ

て学ぶことができ、私にとって貴重な体験となりました。
　関係者と職員の方々、そして利用者の皆様ありがとうございま
した。いつまでも健康第一でご長寿であってください。またいつ
か、どこかでお会いする機会があると思いますので、その時はよ
ろしくお願いします。

河原町ふれあいデイサービスセンター
臼田 三枝子
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　利用要件は、本会の会員であって、区内でボランティアや当事者の活動等をしている団体・グループとなります。
　ご利用希望の方は、地域課までご連絡ください。

※１年間無償（更新可）　※数に限りがあります。　※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

福祉パル１階 ボランティアコーナーのロッカーを貸出します

窓口で配布する所定の申請書に必要事項を記入して持参または郵送で、平成30年3月10日（土）必着

申込方法

平成30年度グループ・団体活動助成のご案内
　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学習や活動に対して、その経費の一部を
助成します。（財源は赤い羽根共同募金配分金です）

＜平成29年度　助成実績＞
 健やかリハビリ会／NPOくるみ未来／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／エーデルYS.com
／夢見ヶ崎プレーパークをつくる会

　幸区を活動地域とし、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地域福祉の推進・普及を目的としている。
②福祉学習、地域福祉活動等の自主活動を定例で実施している。
③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。

助成対象

窓口で配布する所定の申請書に必要事項を記入し、
関係書類を添えて提出。
持参または郵送で、平成30年4月20日（金）必着

申込方法

①会員対象の定例会・レクリエーション等事業費、
　学習機材の購入等事務費
　（予算額の50％を上限として助成）
②会員外も対象として実施する講座や行事
　（予算額の70％を上限として助成）

助成金の使途

賛助会員

　社協とは、福祉に関係する施設・団体・機関・関係者が会員として参加している協議会です。幸区社協では10種からな
る会員種別ごとに課題を協議し、誰もが安心して暮らせる「支え合いのまちづくり」を進めています。社協の活動資金
の多くは、皆様からの募金や会費で支えられています。地域の助け合い活動、子どもや高齢者、障がいのある方、経済
的にお困りの方への福祉活動に活用させていただいております。多くの方々に会員としてご加入いただき、「地域の支
え合い」にご参加いただきますようお願いいたします。

幸区社会福祉協議会 地域課　電話：044-556-5500　FAX：044-556-5577

地域の支え合い活動にご参加ください

社会福祉に関わる施設・団体等

2,000円～
個人 一口 1,000円～

一口 5,000円～

詳しくはお問い合せください。

社協会員

企業・団体等

川崎市手話サークル「太陽の会」手話入門講習会川崎市手話サークル「太陽の会」手話入門講習会

会 員 か ら の お 知 ら せ

日 時 平成30年5月17日～6月21日(全6回)
毎週木曜日 13時30分～15時

場所 カトリック鹿島田教会(鹿島田駅徒歩3分)
会場をお借りしているので協会へのお問い合わせ等はご遠慮ください。

申込方法 4月25日(水)迄、往復はがきでお申し込みください。

受講料 1,000円(教材費など) 定員 20名(抽選)

申込先 〒212-0053　幸区下平間83 米倉方
「手話サークル太陽の会」宛て

問合せ Tel :044-522-3439　Fax:044-540-3082

幸区社会福祉協議会　地域課　　TEL044-556-5500・FAX044-556-5577

問合せ


