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　幸区社会福祉協議会では、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「パートナーズ」を上映し
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
のご来場を心よりお待ちいたしておりま
す。

上映映画「パートナーズ」は…
出会いと別れの中で「今」を懸命に生きる
盲導犬のまっすぐな愛の物語。
「今」そばにいる誰かを、あなたはきちん
と愛せていますか？盲導犬チエが、本当
の愛の温かさ、柔らかさを伝えます。

平成30年９月25日（火）
13:00～16:00終了予定
※開場：12:20
幸市民館大ホール
（幸区役所前）　
※入場無料・申込不要

※日本語字幕・音声ガイドありのバリアフリー
上映を行います。

日 時

会 場

第１部　顕彰式典
第２部　記念映画上映
 　「パートナーズ」

内 容

（C）劇団東俳つくしんぼくらぶ／劇団東俳

※車椅子で来場される方及び第１部顕彰式典について
手話通訳・要約筆記等が必要な方は９月７日（金）まで
にご連絡ください。

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

問合せ先

（1）平成30年9月1日
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幸区社会福祉協議会 事業報告平成29年度

住民交流活動拠点事業 総合相談

子育て支援

高齢者福祉事業

障害者福祉事業

老人いこいの家の管理運営　

ボランティアセンターの運営

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」運営しました。

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。

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
めました。

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も重点を置き、不良箇所の整備に
努めました。

ボランティア活動の重要性を踏まえ、グループや団体
への助成、活動の輪を広げるべく講座等を開催し、依
頼に応じたボランティアコーディネートをしました。

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いました。

登録会員数1,618名
（29年度新規登録者117名）
年間利用者数　4,985名
高齢者フリーパスの販売もしています。

登録会員数1,582名
（29年度新規登録者102名）
年間利用者数　5,482名

小倉の駅舎 陽だまりの運営 ●相談件数　973件

・ボランティア活動に関する啓発、支援、情報提供
・ボランティア講座（21名参加）
・ボランティア交流会（57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60名参加）
・ボランティアグループ等への活動
　助成(13件)
・福祉教育の推進と体験教材の貸出
　講師派遣・協力　10ヶ所　19回
・ボランティア保険、行事用保険の受付

・登録会員数21名　年間利用件数144件
・移送ボランティアフォローアップ
　研修の実施（15名参加）、交流会の実施（16名参加）
・運転ボランティア養成講座の共催（4名参加）

●会員104件　会費1,654,928円
●賛助会員5,746件　賛助会費8,111,000円

塚越の陽だまりの運営

・幸区役所保健福祉センター、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13,000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

・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）
　健康福祉プラザ　2,900枚
　小倉の駅舎陽だまり　2,463枚
・在宅介護者のつどいの開催(16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)

・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（213件）

・老人いこいの家運営（区内6か所）
　年間利用者数74,575名
・教養講座、入浴事業の実施
・「いこいの家まつり」の開催

移送サービス事業

会員・賛助会員の募集

（2）平成30年9月1日

さいわい健康福祉プラザ(老人福祉センター )の運営
手仕事の会や踊ろう会など様々な行事を実施しまし
た。
新規登録者数330名
年間利用者数43,824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、プラザ祭り等の開催

・「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 47名
・書類等預かりサービス利用者数  9名
・相談件数（初回） 63件

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

幸区民生委員・児童委員協議会事務局
・各種会議・研修等

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」 
を基本として運営していました。
・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23名）
・福祉人材の育成（実習生他受入）

財産目録 平成30年 3月31日現在

Ⅰ　

資
産
の
部

Ⅱ　

負
債
の
部

科目 金額（円）
【流動資産】
現 金 預 金 25,457,107
事 業 未 収 金 9,462,071
貯 蔵 品 94,169
前 払 金 966,842
流動資産合計 35,980,189
【固定資産】
（基本財産）
定期預金 3,000,000
基本財産合計 3,000,000

科目 金額（円）
（その他の固定資産）
車輌運搬具 7
器具及び備品 300,879
運用資金積立資産 12,474,348
緊急時対応積立資産 9,657,211
その他の固定資産 41,920
その他の固定資産合計 22,474,365
固定資産合計 25,474,365
資産合計 61,454,554

科目 金額（円）
【流動負債】
事業未払金 12,410,533
預り金 1,240,561
職員預り金 76,232
前受金 39,000
流動負債合計 13,766,326
【固定負債】
固定負債合計 0
負債合計 13,766,326
差引純資産 47,688,228

平成29年度　 決算報告 自 平成29年4月1日   至 平成30年3月31日 （単位:円）
歳入合計 245,291,179
会費収入 (会費・賛助会費 ) 9,834,928
寄附金収入 1,848,491
経常経費補助金収入 21,789,794
受託金収入 101,069,288
事業収入 1,412,547
介護保険事業収入 49,500,357
受取利息配当金収入 6,111
その他の収入（受入研修費収入・雑収入・施設整備等収入） 316,956
積立資産取崩収入、拠点区分間繰入金、サービス区分間繰入金収入 28,506,890
前年度繰越額 31,005,817

次年度繰越額 22,213,863

歳出合計 223,077,316
法人運営事業 32,626,108
調査研究、企画広報、連絡・調整事業 1,257,316
助成事業 3,848,000
地域福祉活動、在宅福祉活動、ボランティア活動振興事業 7,425,955
一般募金配分金事業 6,451,712
年末募金配分金事業 9,493,151
福祉パルさいわい受託経営、日常生活自立支援受託事業 318,400
生活福祉資金貸付業務受託事業 3,181,000
金品援護事業 11,434,147
ふれあいデイサービス事業受託経営事業 19,303,204
老人いこいの家管理経営事業 38,454,663
さいわい健康福祉プラザ管理経営事業 37,572,451
さいわいデイサービス事業 51,711,209

寄附者報告
平成30年5月1日～7月31日　

敬称略

■寄付金　 ■寄託品　
HULAを楽しむ会　代表　西原雅代
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

匿名（２件）　山口壽子
県営サンハイツ古市場自治会会長　村岡算人
衣の会

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ま
した。

日常生活自立支援事業

・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2,976名
・生活福祉資金の相談
　相談件数842件　新規貸付件数13件
・河原町ふれあいデイサービスセンターの運営
　年間利用者数 4,346名（H30.3.31事業終了）

その他受託事業

広報啓発事業
・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740名参加）
・区民祭への参加、協力
・ホームページの公開、運営

（3）平成30年9月1日
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その他の収入（受入研修費収入・雑収入・施設整備等収入） 316,956
積立資産取崩収入、拠点区分間繰入金、サービス区分間繰入金収入 28,506,890
前年度繰越額 31,005,817

次年度繰越額 22,213,863

歳出合計 223,077,316
法人運営事業 32,626,108
調査研究、企画広報、連絡・調整事業 1,257,316
助成事業 3,848,000
地域福祉活動、在宅福祉活動、ボランティア活動振興事業 7,425,955
一般募金配分金事業 6,451,712
年末募金配分金事業 9,493,151
福祉パルさいわい受託経営、日常生活自立支援受託事業 318,400
生活福祉資金貸付業務受託事業 3,181,000
金品援護事業 11,434,147
ふれあいデイサービス事業受託経営事業 19,303,204
老人いこいの家管理経営事業 38,454,663
さいわい健康福祉プラザ管理経営事業 37,572,451
さいわいデイサービス事業 51,711,209

寄附者報告
平成30年5月1日～7月31日　

敬称略

■寄付金　 ■寄託品　
HULAを楽しむ会　代表　西原雅代
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

匿名（２件）　山口壽子
県営サンハイツ古市場自治会会長　村岡算人
衣の会

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ま
した。

日常生活自立支援事業

・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2,976名
・生活福祉資金の相談
　相談件数842件　新規貸付件数13件
・河原町ふれあいデイサービスセンターの運営
　年間利用者数 4,346名（H30.3.31事業終了）

その他受託事業

広報啓発事業
・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740名参加）
・区民祭への参加、協力
・ホームページの公開、運営

（3）平成30年9月1日

幸区ふくし113.indd   3 2018/08/17   16:20



さいわい健康福祉プラザからのお知らせ
（2階・老人福祉センター）

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

電　話

住　所

月～土曜日 9:00～16:00

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
541-8000
（日・祝・年末年始は休館日　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

▶申し込みが必要な講座
平成30年度 秋期開講講座（10月～）のご案内

講座名　 内容・日程 曜日・時間 材料・教材費

1
初めての刺繍
定員 13名

色とりどりの糸で織りなす刺繍にチャレンジしてみませ
んか？お花や風景など、さまざまな図案でブローチやカ
ードを作ります。基本の運針から習うので、初めての方
でも安心です。
① 10/23 ② 10/30 ③ 11/6 ④ 11/20 ⑤ 12/4
⑥ 12/11 ⑦ 12/18 ⑧ 1/15 予備日 1/22　

火曜日
13:30 ～ 15:30 500 円

2
男の時短料理
定員 16名

料理の基礎知識を学び身近にある食材で素早く美味しい
和洋折衷の料理をつくりませんか？男性専用のクラスで
す。
① 10/24 ② 11/7 ③ 11/21 ④ 12/12 ⑤ 1/9
⑥１/23 予備日 1/30　

水曜日
10:00 ～ 12:00

3,600 円

3
雅　創作和紙人形

定員 10名

和紙で人形を作る講座です。明治・大正・昭和の良き時
代をイメージし、少年少女のいきいきとした姿や女性の
舞姿など を作ります。
① 10/10 ② 10/24 ③ 11/7 ④ 11/21 ⑤ 12/5
⑥ 12/19 ⑦ 1/9 ⑧１/23 予備日 1/30　

水曜日
13:30 ～ 15:30

650 円

4
『方丈記』を読む

定員 24名

枕草子、徒然草とともに日本三大随筆に数えれる中世隠
者文学の『方丈記』。40代から 60代の鴨長明が、天変
地異の末辿り着いた現代にも通じる心境を全編読み通し
感じてみましょう。
① 10/24 ② 10/31 ③ 11/7 ④ 11/14 ⑤ 11/28
⑥ 12/5 ⑦ 12/12
⑧ 12/19 ⑨ 1/9 ⑩ 1/23 予備日 1/30　

水曜日
13:30 ～ 15:30

1,758 円
（資料・　　
テキスト代）

5
お料理教室
～アレンジ・　
アイディア料理～
定員 16名

季節の食材を取り入れた体によいメニューを、アレンジ
のヒントも交えつつ作ります。男女混合のクラスです。
① 11/1 ② 11/22 ③ 12/6 ④ 12/20 ⑤ 1/10
⑥ 1/24 予備日 1/31　

木曜日
10:00 ～ 12:00 3,600 円

6
初めての　　　
ウクレレ講座
定員 20名

ウクレレの基本を学び、講座の最後に全員で合奏を楽し
みましょう。
※春期講座と同じ内容です。
① 10/26 ② 11/2 ③ 11/9 ④ 11/16 ⑤ 11/30
⑥ 12/7 ⑦ 12/14 ⑧ 12/21
⑨ 1/11 ⑩ 1/18 予備日１/25　

金曜日
10:00 ～ 11:30

540 円
（ウクレレは
各自で準備）

7 ペン習字入門
定員 18名

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。※春期講座と同じ内容です。
① 10/26 ② 11/2 ③ 11/9 ④ 11/16 ⑤ 11/30
⑥ 12/7 ⑦ 12/14 ⑧ 12/21 ⑨ 1/11
⑩１/18 予備日 1/25　

金曜日
10:00 ～ 11:30

900 円

※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。

（4）平成30年9月1日

▶申し込みが不要な講座

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
＊は、2018年度通年で開催しています（リフレッシュ体操、スマホタブレット）

講座名　 内容・日程 曜日・時間 材料・教材費

8
超ソフト
エアロビ体操

簡単・お手軽・楽しい・・そんな初心者向けエアロビ体操です。ほんのり汗を
かいて、脳トレにもなる、一石二鳥三鳥のマイペースでできる有酸素運動です。
ストレッチや軽い筋トレなども組み合わせたクラスになります。
奇① 10/23 ② 11/6 ③ 11/20 ④ 12/4 ⑤ 12/18
偶① 10/16 ② 10/30 ③ 11/13 ④ 11/27 ⑤ 12/11

火曜日
10:00～11:30

無料

9
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。
奇① 10/16 ② 10/30 ③ 11/13 ④ 11/27 ⑤ 12/11
⑥ 1/15 ⑦ 1/29 ⑧ 2/12 ⑨ 2/26 ⑩ 3/12
偶① 10/9 ② 10/23 ③ 11/6 ④ 11/20 ⑤ 12/4
⑥ 12/18 ⑦ 1/22 ⑧ 2/5 ⑨ 2/19 ⑩ 3/5　

火曜日
13:15～14:15

10 ストレッチ健康体操
ストレッチ・有酸素運動・筋トレの 3本柱を中心に、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 ① 10/10 ② 10/24 ③ 11/7 ④ 11/21 ⑤ 12/5 
偶① 10/17 ② 10/31 ③ 11/14 ④ 11/28 ⑤ 12/12

水曜日
10:00～11:30

11
楽らく

トレーニング

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。時にボールやチューブも使いながら、筋力U P、 アンチエイジ
ング、転倒予防のトレーニングを行います。
奇 ① 11/2 ② 11/16 ③ 12/14 ④ 1/11 ⑤ 1/25 
偶① 11/9 ② 12/7 ③ 12/21 ④ 1/ １8⑤ 2/1

金曜日
10:00～11:30

12 はじめてのスマホ・タブレット講座＊

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
の初級者向け講座です。電源ボタンの入れ方から学んでいきます。
＊春期講座と同じ内容です。
① 10/11 ② 11/8 ③ 12/13 ④１/10⑤ 2/14 ⑥ 3/14　

木曜日
13:30～15:30

13
そこが知りたい！ 
スマホ・タブレット

講座＊

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。＊春期講座と同じ内容です。
① 10/25 ② 11/22 ③ 12/20 ④１/24⑤２/28⑥ 3/28　

木曜日
13:30～15:30

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

平成30年9月18日（火）~25日（火）9:00~16:00（日曜日・祝日は休館）申込期間
※「自由参加の講座」は申し込み不要です（利用証の作成は必要です）　　　　　　

応募資格
日　　程
費　　用

申込場所
申込方法

そ の 他

市内在住の60歳以上の方
平成30年10月～平成31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）
さいわい健康福祉プラザ（2階受付　老人福祉センター）
●窓口で直接お申込みください（電話・FAXでの申込不可）
●「申込書（老人福祉センターで配布）」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）
●プラザ主催の講座の受講歴を考慮して優先順位を決めます
●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、又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下さい
●当落結果は郵便はがきにて通知いたします

秋のイベント情報 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

◯  9月14日（金） ……………………… 敬老のつどい
◯  9月25日（火） ………………… 幸区社会福祉大会
◯10月20日（土）～21日（日） ……… 　　　　　　　

◯11月10日（土） …………… 小倉いこいの家まつり
　　　　　　　　………… 南河原いこいの家まつり

  プラザ祭り
　幸区民祭

◯11月16日（金） …健康フェア～認知症サポーター養成講座～
◯11月17日（土） ………… 下平間いこいの家まつり
　　　　　　　　…………… 御幸いこいの家まつり
◯12月１日（土） …………… 日吉いこいの家まつり
　　　　　　　　………… 古市場いこいの家まつり

同時
開催

（5）平成30年9月1日
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さいわい健康福祉プラザからのお知らせ
（2階・老人福祉センター）

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

電　話

住　所

月～土曜日 9:00～16:00

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
541-8000
（日・祝・年末年始は休館日　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

▶申し込みが必要な講座
平成30年度 秋期開講講座（10月～）のご案内

講座名　 内容・日程 曜日・時間 材料・教材費

1
初めての刺繍
定員 13名

色とりどりの糸で織りなす刺繍にチャレンジしてみませ
んか？お花や風景など、さまざまな図案でブローチやカ
ードを作ります。基本の運針から習うので、初めての方
でも安心です。
① 10/23 ② 10/30 ③ 11/6 ④ 11/20 ⑤ 12/4
⑥ 12/11 ⑦ 12/18 ⑧ 1/15 予備日 1/22　

火曜日
13:30 ～ 15:30 500 円

2
男の時短料理
定員 16名

料理の基礎知識を学び身近にある食材で素早く美味しい
和洋折衷の料理をつくりませんか？男性専用のクラスで
す。
① 10/24 ② 11/7 ③ 11/21 ④ 12/12 ⑤ 1/9
⑥１/23 予備日 1/30　

水曜日
10:00 ～ 12:00

3,600 円

3
雅　創作和紙人形

定員 10名

和紙で人形を作る講座です。明治・大正・昭和の良き時
代をイメージし、少年少女のいきいきとした姿や女性の
舞姿など を作ります。
① 10/10 ② 10/24 ③ 11/7 ④ 11/21 ⑤ 12/5
⑥ 12/19 ⑦ 1/9 ⑧１/23 予備日 1/30　

水曜日
13:30 ～ 15:30

650 円

4
『方丈記』を読む

定員 24名

枕草子、徒然草とともに日本三大随筆に数えれる中世隠
者文学の『方丈記』。40代から 60代の鴨長明が、天変
地異の末辿り着いた現代にも通じる心境を全編読み通し
感じてみましょう。
① 10/24 ② 10/31 ③ 11/7 ④ 11/14 ⑤ 11/28
⑥ 12/5 ⑦ 12/12
⑧ 12/19 ⑨ 1/9 ⑩ 1/23 予備日 1/30　

水曜日
13:30 ～ 15:30

1,758 円
（資料・　　
テキスト代）

5
お料理教室
～アレンジ・　
アイディア料理～
定員 16名

季節の食材を取り入れた体によいメニューを、アレンジ
のヒントも交えつつ作ります。男女混合のクラスです。
① 11/1 ② 11/22 ③ 12/6 ④ 12/20 ⑤ 1/10
⑥ 1/24 予備日 1/31　

木曜日
10:00 ～ 12:00 3,600 円

6
初めての　　　
ウクレレ講座
定員 20名

ウクレレの基本を学び、講座の最後に全員で合奏を楽し
みましょう。
※春期講座と同じ内容です。
① 10/26 ② 11/2 ③ 11/9 ④ 11/16 ⑤ 11/30
⑥ 12/7 ⑦ 12/14 ⑧ 12/21
⑨ 1/11 ⑩ 1/18 予備日１/25　

金曜日
10:00 ～ 11:30

540 円
（ウクレレは
各自で準備）

7 ペン習字入門
定員 18名

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。※春期講座と同じ内容です。
① 10/26 ② 11/2 ③ 11/9 ④ 11/16 ⑤ 11/30
⑥ 12/7 ⑦ 12/14 ⑧ 12/21 ⑨ 1/11
⑩１/18 予備日 1/25　

金曜日
10:00 ～ 11:30

900 円

※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。

（4）平成30年9月1日

▶申し込みが不要な講座

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
＊は、2018年度通年で開催しています（リフレッシュ体操、スマホタブレット）

講座名　 内容・日程 曜日・時間 材料・教材費

8
超ソフト
エアロビ体操

簡単・お手軽・楽しい・・そんな初心者向けエアロビ体操です。ほんのり汗を
かいて、脳トレにもなる、一石二鳥三鳥のマイペースでできる有酸素運動です。
ストレッチや軽い筋トレなども組み合わせたクラスになります。
奇① 10/23 ② 11/6 ③ 11/20 ④ 12/4 ⑤ 12/18
偶① 10/16 ② 10/30 ③ 11/13 ④ 11/27 ⑤ 12/11

火曜日
10:00～11:30

無料

9
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。
奇① 10/16 ② 10/30 ③ 11/13 ④ 11/27 ⑤ 12/11
⑥ 1/15 ⑦ 1/29 ⑧ 2/12 ⑨ 2/26 ⑩ 3/12
偶① 10/9 ② 10/23 ③ 11/6 ④ 11/20 ⑤ 12/4
⑥ 12/18 ⑦ 1/22 ⑧ 2/5 ⑨ 2/19 ⑩ 3/5　

火曜日
13:15～14:15

10 ストレッチ健康体操
ストレッチ・有酸素運動・筋トレの 3本柱を中心に、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 ① 10/10 ② 10/24 ③ 11/7 ④ 11/21 ⑤ 12/5 
偶① 10/17 ② 10/31 ③ 11/14 ④ 11/28 ⑤ 12/12

水曜日
10:00～11:30

11
楽らく

トレーニング

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。時にボールやチューブも使いながら、筋力U P、 アンチエイジ
ング、転倒予防のトレーニングを行います。
奇 ① 11/2 ② 11/16 ③ 12/14 ④ 1/11 ⑤ 1/25 
偶① 11/9 ② 12/7 ③ 12/21 ④ 1/ １8⑤ 2/1

金曜日
10:00～11:30

12 はじめてのスマホ・タブレット講座＊

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
の初級者向け講座です。電源ボタンの入れ方から学んでいきます。
＊春期講座と同じ内容です。
① 10/11 ② 11/8 ③ 12/13 ④１/10⑤ 2/14 ⑥ 3/14　

木曜日
13:30～15:30

13
そこが知りたい！ 
スマホ・タブレット

講座＊

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。＊春期講座と同じ内容です。
① 10/25 ② 11/22 ③ 12/20 ④１/24⑤２/28⑥ 3/28　

木曜日
13:30～15:30

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

平成30年9月18日（火）~25日（火）9:00~16:00（日曜日・祝日は休館）申込期間
※「自由参加の講座」は申し込み不要です（利用証の作成は必要です）　　　　　　

応募資格
日　　程
費　　用

申込場所
申込方法

そ の 他

市内在住の60歳以上の方
平成30年10月～平成31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）
さいわい健康福祉プラザ（2階受付　老人福祉センター）
●窓口で直接お申込みください（電話・FAXでの申込不可）
●「申込書（老人福祉センターで配布）」に必要事項を記入し提出してください
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秋のイベント情報 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

◯  9月14日（金） ……………………… 敬老のつどい
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  プラザ祭り
　幸区民祭
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　　　　　　　　………… 古市場いこいの家まつり

　　　　　　　同時
開催
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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。

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。

▶

10月1日から
赤い羽根共同募金が始まります

　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。
　集められた募金は、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に、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

幸区役所共催

中 高 生 向 け ボ ラ ン テ ィ ア

幸区役所共催幸区役所共催
～さいわいはっぴーボランティア（はぴ☆ボラ）～　やってみませんか

JR川崎駅前での
赤い羽根共同募金の呼びかけ

JR川崎駅前でのJR川崎駅前での
赤い羽根共同募金の呼びかけ赤い羽根共同募金の呼びかけ

JR川崎駅前での
赤い羽根共同募金の呼びかけ

プラザ祭りの各ブースでのお手伝い、
赤い羽根共同募金の呼びかけ

プラザ祭りの各ブースでのお手伝い、
赤い羽根共同募金の呼びかけ

10月6日（土）、10月7日（日）、10月8日（祝・月）
10:00～12:00 10:00～13:30

10月20日（土）、10月21日（日）

■募金が配分されるまで

民間福祉団体からの
配分申請を受け付け
ます。

▶ ▶

▶

使途計画を明確にし
て募金活動をします。

配分委員会で配分申請事
業の内容を審査します。
委員 18 名が分担して配
分申請施設の実施調査も
行います。

理事会・評議委員会で配
分を決定します。理事・
評議委員は地域の代表・
各界各層の代表で構成さ
れています。

配分決定を受けた福
祉団体による、さま
ざまな福祉活動が展
開されます。

4 月中旬～６月末

〈前年度の募金運動の様子〉

10 月 1日～ 12月末 11月～翌年 2月末 3月中旬

4月～

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

（6）平成30年9月1日

さいわいデイサービスセンター♪
　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」は、「心のこもった適切なサービス
を提供する」をモットーに、アットホームな雰囲気の中で笑顔と活気あふれる温かな時間を過ごしていただけるよう
心掛けています。
　夏休み期間は小中高大学生など若い世代との交流や流しそうめんや納涼祭などの季節行事も多く、いつにも増して
にぎやかで刺激ある時間を過ごしました。たくさんの笑顔をありがとうございます！
　また、今年も10月20日、21日開催のプラザ祭りにて「福祉バザー」「ソフトクリーム」等で参加を予定しています。
もし、ご自宅でご使用にならない、押し入れに眠っている新品の衣料や雑貨などがございましたら、ご協力をお願い
いたします。（売り上げはすべて、さいわいデイの行事やイベントなどで有効活用させていただきます）

【営業日】　月曜日～金曜日（祝祭日含む）
【サービス提供時間】10:00～ 16:00

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

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：

FAX：

541‒8245　　
556‒5577　　

≪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
必着で申請をしてください。

平成30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30年10月31日（水）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。

平成30年12月下旬、民生委員児童委員が個別に配付。

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。

〒212－0023川崎市幸区戸手本町１－11－５ 電話: Fax:556̶5500 556̶5577
社会福祉法人川崎市幸区社会福祉協議会　地域課

●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
●河原町の陽だまり
※なお、申請書は幸区社協ホームページからもダウンロードできます。

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

≪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≫≪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≫
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メンタルヘルス
講　　座 こころの病と私たちのリカバリー

９月28日（金）10:00～
さいわい健康福祉プラザ３階　栄養指導室

500円（当日徴収）
担当：菅沼 ※詳細はお問い合わせください

 電話:599‒3753

日　時
場　所

材料費

申　込

生涯骨太料理教室のご案内生涯骨太料理教室のご案内
（地域に根差したボランティア活動を行っている団体）

会 員 情 報

　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。

第1回　こころの病を考える

第 2回　私のリカバリーストーリー

※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５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。

福祉パルみやまえ（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（幸区社協窓口配布もしくはホームページからダウンロード）を
使用の上、FAXまたは郵便にて申込む。平成30年10月31日（水）締切

TEL:856－5500 FAX:859－4955宮前区社会福祉協議会　地域課

平成30年 12月１日(土) 10:00～16:30
  12月２日(日) 9:30～16:50 ※全日程・全時間の受講が必要です。

日　時

平成30年11月14日（水）　14:00~16:00　　※13:30~ 受付開始日　時

平成29年11月29日（木）　14:00~16:00　　※13:30~ 受付開始日　時

幸区役所　４階 「第４会議室」場　所

さいわい健康福祉プラザ　3階 「機能回復訓練室」場　所

会　場
対　象

参加費

持ち物
内　容
定　員
申　込

申込先

運転ボランティア養成講座

電話:556‒5500

11月26日（月）13:00～日　時

さいわい健康福祉プラザ２階　研修室場　所

500円（当日徴収）材料費

はさみ、目打ち、糸持ち物

9月18日（火）9:00～幸区社協（地域課）へ
来所または  

申　込

（高齢者・障がい者のための布リフォームボランティア）
来年の干支（亥）短冊掛けを作りませんか

衣の会 募集衣の会 幸区食生活改善推進員連絡協議会 募集幸区食生活改善推進員連絡協議会

無料
こころの病の診断や症状、治療やサポートについて内　容

地域の中で“自分らしく暮していくこと”を、参加者の皆さまと一緒に考えていきたいと思います。内　容

精神科医師　竹林　裕直 先生　（医療法人社団正慶会 栗田病院 診療部長）講　師

こころの病を抱えながら地域で生活している当事者の方々講　師

平成30年10月１日から電話・窓口で受付 ※定員は各回 50名（先着順）申　込
平日8:30～12:00，13:00～17:00受付時間
幸区役所　高齢障害課 障害者支援係問合せ 電話:556‒6654

（8）平成30年9月1日
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