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　去る９月25日（火）、幸市民館大ホールにおいて、第16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600名の区民に来場いただきまし
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
力し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。

川崎市幸区社会福祉協議会会長表彰川崎市幸区社会福祉協議会会長表彰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 (順不同・敬称略)【 34名 】

◆平成２９年７月２日～平成３０年７月１日の間、または継続して社会福祉法人川崎市幸区社会福祉
協議会に１０万円以上(相当物品)の寄附をされた方・団体(順不同・敬称略)

川崎市幸区社会福祉協議会会長感謝川崎市幸区社会福祉協議会会長感謝川崎市幸区社会福祉協議会会長感謝

寄附金品寄贈者【１名・１団体】

氏　　　名 推薦団体
芳賀　節子 南河原地区社会福祉協議会
床枝　勝幸 南河原地区社会福祉協議会
棚瀬　良子 御幸東地区社会福祉協議会
荒木　キヨ子 御幸東地区社会福祉協議会
山崎　八重子 河原町地区社会福祉協議会
早野　礼子 河原町地区社会福祉協議会
漆原　一夫 御幸西地区社会福祉協議会
山田　千鶴子 御幸西地区社会福祉協議会
川喜田　栄子 日吉第一地区社会福祉協議会
五月女　美南子 日吉第一地区社会福祉協議会
石井　治子 日吉第二地区社会福祉協議会
松元　廣子 日吉第二地区社会福祉協議会
山森　伸子 日吉第三地区社会福祉協議会
髙山　智恵子 日吉第三地区社会福祉協議会
齋藤　理恵子 さいわいデイサービス
中川　由紀子 さいわいデイサービス
垣内　京子 さいわいデイサービス

氏　　　名 推薦団体
杉の会・リラの会 さいわいデイサービス
リコーダー・マーナの会 さいわいデイサービス
かっとび太鼓 さいわいデイサービス
川崎市立御幸中学校演劇部 さいわいデイサービス
根岸　国治 さいわいデイサービス
鈴木　都 さいわいデイサービス
原田　富美江 さいわいデイサービス
池谷　トヨ子 さいわいデイサービス
川田　わか子 さいわいデイサービス
松本　啓子 さいわいデイサービス
渋井　初美 さいわいデイサービス
佐藤　邦子 さいわいデイサービス
宗田　芳子 さいわいデイサービス
野村　ひろみ さいわいデイサービス
宮坂　佑子 さいわいデイサービス
堀　昭子 さいわいデイサービス
古賀　誠 さいわいデイサービス

氏　名　・　団　体　名
松下　絹江・セレサ川崎農業協同組合　代表理事組合長　原 修一

（1）平成30年12月1日
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南河原地区社協

日吉第１地区社協日吉第１地区社協

日吉第２地区社協日吉第２地区社協

平成 30年度賛助会費ご報告
　賛助会員とは、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方々
のことです。
　お預かりした会費は、会員の方々に直接還
元されるものではありませんが、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、ぜひ賛助会にご加
入下さいますようお願いいたします。

地区社協 件数 金額（円）

南河原 1,046 1,519,500
御幸東 946 1,395,000
河原町 470 714,000
御幸西 1,998 2,376,000
日吉第１ 513 786,000
日吉第２ 244 494,000
日吉第３ 438 688,000

日吉第１「男の手料理　ハラハラ亭」 御幸東（いきいきサロンやすらぎ）御幸西（老人会グランドゴルフ）

河原町（福祉バザー）

南河原（親子のたまり場）

日吉第２（母子衛生）

日吉第３（ふれあい会食会）
皆様からの賛助会費が、この様な活動を支援しています。

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

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

（2）平成30年12月1日

　10月１日から始まった赤い羽根募金について、戸別募金、法人募金、街頭募金、イベント募金等で皆
様の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 日の期間で、年末たすけあい運動として、募金のご協力をお願いい
たします。

　年末たすけあい運動は、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、地域福祉の充実のため各事業に使わせていただいて
います。
　皆様方からの温かいご支援をお願いいたします。

寄附者報告
平成30年8月1日～10月31日　

敬称略

■寄附金　１件 ■寄託品　７件　
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）

公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会
杉野丘子
手仕事の会　　匿名（４件）

平成 29年度に集められた年末たすけあい募金の使い道

《年末たすけあい募金の使われ方》

プラザ祭り

H30年度　福祉教育（御幸小学校）

陽だまり

会食会

◯要援護世帯への年末慰問金　　　　　　　376 世帯 1,880,000 円
◯一人暮らし高齢者世帯への年末慰問品　2,400 世帯 1,814,400 円
◯幸区社協が行う地域福祉事業    6,339,961 円

（3）平成30年12月1日

年末たすけあい運動のお願い

年末たすけあい運動って？
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第 15回 プラザ祭りの報告
　10月 20日（土）、21日（日）の 2日間にわたって、第 15回プラザ祭りが幸区民祭と同時に開
催され約 13,800 人の来場がありました。

お姉さんと一緒に細か
い作業にチャレンジ

（チューブペンダント
作り）

今年もワン
ちゃん着ぐ

るみは大人
気（区社協

ブース）

お祭りといったらやっぱりこれ！（縁日コーナー）

お祭りといったらやっぱりこれ！（縁日コーナー）

できたー！とみん
なで喜び合う（作

ってあそぼうコー
ナー）

できたー！とみん
なで喜び合う（作

ってあそぼうコー
ナー）

できたー！とみん
なで喜び合う（作

ってあそぼうコー
ナー）

小さな身体で懸命に前へ（赤ちゃんよーいどん！）

お姉さんと一緒に細か
い作業にチャレンジ

高齢者がなりやすい状態を体験中！
自分にはどんなお手伝いができるだろう

（高齢者疑似体験コーナー）

（4）平成30年12月1日

小地域福祉活動作品展の報告
　幸区内には地域ごとに集まった７つの地区社会福祉協議会（以下、地区社協）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、地区社協が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。
　自分が暮らす地域の活動が見えてくると、もっと地域に関心が持ててくるのではないでしょうか。

御幸東地区社協
小向町・小向西町・小向仲野町・戸手・
戸手本町・神明町・紺屋町・遠藤町

南河原地区社協
幸町・中幸町・南幸町・柳町・
大宮町・都町・堀川町

河原町地区社協
河原町

御幸西地区社協
下平間・古川町・塚越・新塚越・

古市場・東古市場

日吉第３地区社協
小倉・東小倉・新小倉

日吉第２地区社協
南加瀬

日吉第１地区社協
鹿島田・北加瀬・
矢上・新川崎

（5）平成30年12月1日
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（2階・老人福祉センター）からのお知らせ

講座名 内容 曜日・時間　教材費

1
簡単な英会話
定員 16名
伊藤壽夫先生

英語を全く、又はほとんど使ったことがない方、すっかり忘れてしまっ
た方で初歩から簡単な会話を学んでみたいと思われている皆さん、ぜひ
一緒に勉強を始めましょう！　
① 2/5 ② 2/12 ③ 2/19 ④ 2/26 ⑤ 3/5 ⑥ 3/12( 予備 3/19)

火
13:30 ～ 15:00
１,404 円

（テキスト代）

2
健康体操
定員 30名
田所直美先生

いつまでも元気にイキイキと！動ける体づくりをテーマに自宅でも出来
るやさしい体操を中心に、椅子に座って行っていきます。講座を通じて、
ロコモ *を予防し、自分の身体と仲良く暮らしていきましょう。
*和名　運動器症候群　（運動器の障害のために移動機能の低下をきた
した状態。）
① 2/6 ② 2/13 ③ 2/20 ④ 2/27 ⑤ 3/6 ⑥ 3/13( 予備 3/20)

水
10:30 ～ 12:00

0 円

3

簡単10秒
マジック
定員　10名
佐々木俊一先生

不思議で面白いマジックが習得できる講座です。身近なものを使った手
軽にできるマジックから、プロ御用達の道具を使った本格的マジックま
でプロのマジシャンが教えます。お孫さんやお友達に披露したりするこ
とで、深くコミュニケーションをとるきっかけになると思います。かく
し芸や催し物で披露すれば大盛り上がり間違いなしのマジック講座 !
是非ご参加ください。　　
① 2/6 ② 2/13 ③ 2/20 ④ 2/27 ⑤ 3/6( 予備 3/13)

水
13:30 ～ 15:00
3,000 円

4
コーラス
定員　20名
神谷美和先生

童謡・唱歌を斉唱で歌い少しずつハーモニーをつけていきます。楽譜が
読めなくても大丈夫です。皆で声を揃えてコーラスの楽しさを感じてく
ださい。皆さんでハーモニーを作ってみませんか？
① 2/8 ② 2/15 ③ 2/22 ③ 3/8 ⑤ 3/15 ⑥ 3/22( 予備 3/29)

金
10:30 ～ 12:00
594 円

（テキスト代）
【冬期開講講座】の受講を希望される方は、下記の方法でお申し込み下さい。

 平成 30年 12月 14日（金）~21日（金）     
 9:00~16:00（日曜日・祝日は休館）
 ※受講の際は、利用証の作成が必要です。
 市内在住の 60歳以上の方
 平成 31年２月～平成 31年３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。

申込期間

 市内在住の 60歳以上の方 市内在住の 60歳以上の方応募資格
日　　程
 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。） 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。）費　　用
 さいわい健康福祉プラザ 2階受付（老人福祉センター） さいわい健康福祉プラザ 2階受付（老人福祉センター）申込場所
  ・  ・申込方法

  ・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。）  ・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

さいわい健康福祉プラザ
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

月～土曜日 9:00～16:00

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

平成 30年　冬期開講講座　受講生募集

（6）平成30年12月1日

　ご家庭に、おゆずりいただける２０１９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
ご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。

さいわいデイサービスセンターだより♪

【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

※10:00～13：30（応相談）

メール:saiwai-d@csw-kawasaki.or.jp

〒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　　

カレンダー募集します！

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

電話：556‒5500　　

川崎市がパラムーブメントをテーマに行う花展のための花を
利用者が作成（ラジオ日本の取材がありました）

　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、地域に根差した心のこもっ
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。
　恒例となった夏休みの小中高生のボランティア活動、夏から年末にかけて教職を目指す大学生の介護等体験など、
お孫さん、曾孫さん世代の来訪で会話が増え、落語研究会に所属している大学生の落語の披露、ジャズサークル所属
の学生はジャズピアノ演奏など、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。
　平素のボランティアさん、各種専門講師の先生など、本当にたくさんの方々のご支援・ご協力もあり、温かく和や
かな空間を楽しんでいただけることに感謝しつつ、事業運営しております。
　区民祭と同時開催のプラザ祭りにおける「福祉バザー」も、みなさまのご協力もあり大盛況でした。バザー収益（約
10万円）は一層の笑い声や笑顔のため、有効活用させていただく予定です。
　ご厚意に深謝いたします。ありがとうございました。
　
　閉所のおしらせ
　川崎市では増大し、多様化・複雑化する福祉ニーズに対応すべく、現福祉施設のあり方が検討され、「高齢者・障害
児者福祉施設再編整備基本計画」が策定されました。同計画に基づき指定管理者制度における公設の老人デイサービ
スセンター（単独型）については、民間施設のサービスも多様化し、充実してきたことから、現行の指定管理期間の
満了をもって事業廃止されることとなり、介護保険制度が導入された平成12年４月から事業開始した、当さいわいデ
イサービスセンターにおいても、平成３１年３月３１日をもって閉所決定が通知されました。
　閉所日（卒業式）まで、みなさんの笑顔を大切に、そして閉所後も思い出していただけるよう、今後は思い出作りも
含め、より充実した時間をお過ごしいただけますよう更に職員一同励んでまいりますので、変わらずのご愛顧をよろ
しくお願い申し上げます。

　要支援・要介護等の介護度を問わず寒い時期のみ入浴したい、希望施設の空きがでるまで…など、短い期間でのご
利用のご希望がございましたら、是非、お声掛けください。温かいお風呂、楽しい空間、デイを支えてくださるボラ
ンティアさん、ベテランの介護・看護スタッフ一同、お待ちいたしております。

（7）平成30年12月1日
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（2階・老人福祉センター）からのお知らせ

講座名 内容 曜日・時間　教材費

1
簡単な英会話
定員 16名
伊藤壽夫先生

英語を全く、又はほとんど使ったことがない方、すっかり忘れてしまっ
た方で初歩から簡単な会話を学んでみたいと思われている皆さん、ぜひ
一緒に勉強を始めましょう！　
① 2/5 ② 2/12 ③ 2/19 ④ 2/26 ⑤ 3/5 ⑥ 3/12( 予備 3/19)

火
13:30 ～ 15:00
１,404 円

（テキスト代）

2
健康体操
定員 30名
田所直美先生

いつまでも元気にイキイキと！動ける体づくりをテーマに自宅でも出来
るやさしい体操を中心に、椅子に座って行っていきます。講座を通じて、
ロコモ *を予防し、自分の身体と仲良く暮らしていきましょう。
*和名　運動器症候群　（運動器の障害のために移動機能の低下をきた
した状態。）
① 2/6 ② 2/13 ③ 2/20 ④ 2/27 ⑤ 3/6 ⑥ 3/13( 予備 3/20)

水
10:30 ～ 12:00

0 円

3

簡単10秒
マジック
定員　10名
佐々木俊一先生

不思議で面白いマジックが習得できる講座です。身近なものを使った手
軽にできるマジックから、プロ御用達の道具を使った本格的マジックま
でプロのマジシャンが教えます。お孫さんやお友達に披露したりするこ
とで、深くコミュニケーションをとるきっかけになると思います。かく
し芸や催し物で披露すれば大盛り上がり間違いなしのマジック講座 !
是非ご参加ください。　　
① 2/6 ② 2/13 ③ 2/20 ④ 2/27 ⑤ 3/6( 予備 3/13)

水
13:30 ～ 15:00
3,000 円

4
コーラス
定員　20名
神谷美和先生

童謡・唱歌を斉唱で歌い少しずつハーモニーをつけていきます。楽譜が
読めなくても大丈夫です。皆で声を揃えてコーラスの楽しさを感じてく
ださい。皆さんでハーモニーを作ってみませんか？
① 2/8 ② 2/15 ③ 2/22 ③ 3/8 ⑤ 3/15 ⑥ 3/22( 予備 3/29)

金
10:30 ～ 12:00
594 円

（テキスト代）
【冬期開講講座】の受講を希望される方は、下記の方法でお申し込み下さい。

 平成 30年 12月 14日（金）~21日（金）     
 9:00~16:00（日曜日・祝日は休館）
 ※受講の際は、利用証の作成が必要です。
 市内在住の 60歳以上の方
 平成 31年２月～平成 31年３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。

申込期間

応募資格
日　　程
費　　用
申込場所
申込方法

そ の 他

さいわい健康福祉プラザ
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

月～土曜日 9:00～16:00

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

平成 30年　冬期開講講座　受講生募集

（6）平成30年12月1日

　ご家庭に、おゆずりいただける２０１９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
ご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。

さいわいデイサービスセンターだより♪

【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

※10:00～13：30（応相談）

メール:saiwai-d@csw-kawasaki.or.jp

〒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　　

カレンダー募集します！

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

電話：556‒5500　　

川崎市がパラムーブメントをテーマに行う花展のための花を
利用者が作成（ラジオ日本の取材がありました）

　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、地域に根差した心のこもっ
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。
　恒例となった夏休みの小中高生のボランティア活動、夏から年末にかけて教職を目指す大学生の介護等体験など、
お孫さん、曾孫さん世代の来訪で会話が増え、落語研究会に所属している大学生の落語の披露、ジャズサークル所属
の学生はジャズピアノ演奏など、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。
　平素のボランティアさん、各種専門講師の先生など、本当にたくさんの方々のご支援・ご協力もあり、温かく和や
かな空間を楽しんでいただけることに感謝しつつ、事業運営しております。
　区民祭と同時開催のプラザ祭りにおける「福祉バザー」も、みなさまのご協力もあり大盛況でした。バザー収益（約
10万円）は一層の笑い声や笑顔のため、有効活用させていただく予定です。
　ご厚意に深謝いたします。ありがとうございました。
　
　閉所のおしらせ
　川崎市では増大し、多様化・複雑化する福祉ニーズに対応すべく、現福祉施設のあり方が検討され、「高齢者・障害
児者福祉施設再編整備基本計画」が策定されました。同計画に基づき指定管理者制度における公設の老人デイサービ
スセンター（単独型）については、民間施設のサービスも多様化し、充実してきたことから、現行の指定管理期間の
満了をもって事業廃止されることとなり、介護保険制度が導入された平成12年４月から事業開始した、当さいわいデ
イサービスセンターにおいても、平成３１年３月３１日をもって閉所決定が通知されました。
　閉所日（卒業式）まで、みなさんの笑顔を大切に、そして閉所後も思い出していただけるよう、今後は思い出作りも
含め、より充実した時間をお過ごしいただけますよう更に職員一同励んでまいりますので、変わらずのご愛顧をよろ
しくお願い申し上げます。

　要支援・要介護等の介護度を問わず寒い時期のみ入浴したい、希望施設の空きがでるまで…など、短い期間でのご
利用のご希望がございましたら、是非、お声掛けください。温かいお風呂、楽しい空間、デイを支えてくださるボラ
ンティアさん、ベテランの介護・看護スタッフ一同、お待ちいたしております。

（7）平成30年12月1日
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お詫びと訂正
１１３号で掲載した内容に２箇所の誤りがございました。
８ページ上段：メンタルヘルス講座　第２回　私のリカバリーストーリー
　　　　　　　（誤）平成２９年　⇒（正）平成３０年
８ページ中段：運転ボランティア養成講座
　　　　　　　（誤）ＦＡＸ：８５９－４９５５　⇒（正）８５２－４９５５ お詫びして訂正いたします。

　今年度も手話の入門講習会を開催します。ぜひご参加ください。

鹿島田カトリック教会
※駐車場なし。会場をお借りしているため、教会へのお問い合わせ等はご遠慮ください。

20名（電話またはメールにて。先着順）
携帯:090－6183－7891（担当者：関原） 平成31年１月31日（木）までE-mail:sekiyan-sl@ae.auone-net.jp

平成31年 ２月７日(木)～３月28日（木）（全７回）毎週木曜  18:30～20:00日　時

場　所

1,000円（テキスト代込み）受講料

定　員

申込み・問合せ

手話入門講習会の開催

　第 12回自主講座　ミニコンサートを挟んで傾聴の講習会を開催します。傾聴は今必要とされているボランティア
です。気軽にご参加下さい。

平成31年 1月29日(火)　 13:30～15:30日　時
幸市民館　２階　場　所

受講料 無料
50名定　員

電話:044－588－7447（留守電対応）　FAX:044-588-7447申込み・問合せ

傾聴ボランティア講習会傾聴ボランティアさいわい
からのお知らせ

保育園でのボランティアを募集します。子どもが好きな方、DIYや手芸やお掃除が得意な方大歓迎！
平日の 9:00 ～ 18:00 の間のご都合がいい時間日　時

※駐車場・駐輪場なし。
YMCAかわさき保育園（幸区大宮町 26-3 アーベインビオ３号棟）場　所

お昼ご飯を食べられます待　遇

HP:https://hoiku.yokohamaymca.org/kawasaki/
電話 :044-520-1825（担当者：後藤・赤塚）申込み・問合せ

　ボランティア募集　ボランYMCAかわさき保育園
からのお知らせ

　障害、年齢、性別等の垣根を超え、自閉症スペクトラムのような多様な特性のある方々、孤立しがちな高齢者の方々、
そして支援者の方々がいっしょに交流・活動できる居場所づくりのため、戸建て物件を探しています。
〔希望条件〕

幸区、中原区内（駅より徒歩10分以内）　場　所
戸建て（二階以上）種　類

大きさ

日当たり良好、ペット可

電話: 044-567-5511　携帯: 080-6538-6664　メール: kurumi.naoto@gmail.com

100平米以上（延床面積）

NPO法人くるみ　代表 太田
その他

問合せ

NPO法人くるみー来未
からのお知らせ

活動場所を探しています
 （地域に開放できるコミュニティスペース） 

手話サークル「幸の会」
からのお知らせ

（8）平成30年12月1日
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