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幸区の社会福祉
この広報紙は共同募金の配分金で発行されています。
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２．平成 30年度事業報告
３．平成 30年度事業報告・決算報告
４．さいわい健康福祉プラザからのお知らせ

５．さいわい健康福祉プラザからのお知らせ
６．赤い羽根共同募金が始まります
７．慰問金配分申請のお知らせ・イベント情報・はぴ☆ボラ募集
８．メンタルヘルス講座・運転ボランティア養成講座・寄附者報告と寄付金贈呈のご報告
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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「体操しようよ」を上映しま
す。
　併せて区内の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「体操しようよ」
　38年間無遅刻、無欠勤で勤め上げた60歳の
シングルファーザー佐野道太郎。定年退職した
日、娘から手紙が。
　ドキドキしつつ読むと、なんと“親離れ”宣
言！？ラジオ体操会を通じ「地域デビュー」、
「はじめての家事」に大奮闘！はたして父は娘
の思いに応えられるのか？
　世代も立場も違う人々に導かれ、新たな世界
を知り、人生を謳歌していく。その姿に、勇気
と元気がもらえる幸せ感動作。

令和元年９月26日（木）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
 　「体操しようよ」

内 容

©2018「体操しようよ」製作委員会

※車椅子で来場される方、第１部顕彰式典について手話
通訳・要約筆記等の必要な方は９月６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）令和元年9月1日



幸区社会福祉協議会 事業報告平成30年度

住民交流活動拠点事業 総合相談

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」を運営しました。

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。

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 1,689名
（30年度新規登録者71名）
年間利用者数 5,159名
高齢者フリーパスの販売もしています。

年間利用者数　1,516名
（平成30年５月21日オープン）

小倉の駅舎 陽だまりの運営
●相談件数　1,348 件

・登録会員数15名　年間利用件数136件
・移送ボランティアフォローアップ
　研修の実施（14名参加）、交流会の実施（19名参加）
・運転ボランティア養成講座の共催（10名参加）

・会員　102施設、団体、グループ、機関
・会費 1,659,920円
・賛助会員 5,655件
・賛助会費　 7,972,500円

河原町の陽だまりの運営

・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（33名参加）
・ボランティア交流会（35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54
　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グッズの貸出
　講師派遣・協力　11ヶ所　22回
・ボランティア保険・行事用保険の受付

登録会員数1,658名
（30年度新規登録者76名）
年間利用者数　5,402名

塚越の陽だまりの運営

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。
・老人いこいの家の運営（区内6か所）
　年間利用者数　75,048名
・教養講座、入浴事業の実施
・「いこいの家まつり」の開催

老人いこいの家の管理運営　

・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（　　　件）

障害者福祉事業

移送サービス事業

会員・賛助会員の募集

・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）
　さいわい健康福祉プラザ 2,873枚
　小倉の駅舎陽だまり 2,608枚
　河原町の陽だまり 613枚
・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）

高齢者福祉事業

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。
・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13,800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の助成

子育て支援

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600名参加）
・区民祭への参加、協力
・ホームページの公開、運営

（2）令和元年9月1日



幸区社会福祉協議会 事業報告平成30年度

住民交流活動拠点事業 総合相談

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」を運営しました。

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。

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 1,689名
（30年度新規登録者71名）
年間利用者数 5,159名
高齢者フリーパスの販売もしています。

年間利用者数　1,516名
（平成30年５月21日オープン）

小倉の駅舎 陽だまりの運営
●相談件数　1,348 件

・登録会員数15名　年間利用件数136件
・移送ボランティアフォローアップ
　研修の実施（14名参加）、交流会の実施（19名参加）
・運転ボランティア養成講座の共催（10名参加）

・会員　102施設、団体、グループ、機関
・会費 1,659,920円
・賛助会員 5,655件
・賛助会費　 7,972,500円

河原町の陽だまりの運営

・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（33名参加）
・ボランティア交流会（35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54
　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グッズの貸出
　講師派遣・協力　11ヶ所　22回
・ボランティア保険・行事用保険の受付

登録会員数1,658名
（30年度新規登録者76名）
年間利用者数　5,402名

塚越の陽だまりの運営

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。
・老人いこいの家の運営（区内6か所）
　年間利用者数　75,048名
・教養講座、入浴事業の実施
・「いこいの家まつり」の開催

老人いこいの家の管理運営　

・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（　　　件）

障害者福祉事業

移送サービス事業

会員・賛助会員の募集

・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）
　さいわい健康福祉プラザ 2,873枚
　小倉の駅舎陽だまり 2,608枚
　河原町の陽だまり 613枚
・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）

高齢者福祉事業

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。
・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13,800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の助成

子育て支援

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600名参加）
・区民祭への参加、協力
・ホームページの公開、運営

（2）令和元年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
高齢者の健康増進や教養の向上、レクリエーション等
の機会を提供するとともに、各種相談にも応じ、毎日
の生活を豊かに過ごせるよう地域や高齢者を結ぶコ
ミュニティ施設となるよう運営に努めました。
新規登録者数 314名
年間利用者数 41,609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

・「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 9名
・相談件数（初回） 74件
・相談件数（継続） 1,371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、研修会の実施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ました。
なお、川崎市における「川崎市高齢者・障害児者福祉
施設再編整備基本計画」の施行に伴い、平成 30年度
を以て、閉所となりました。
・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19名）
・福祉人材の育成（実習生他受入）

平成30年度　 決算報告 自 平成30年4月1日   至 平成31年3月31日 （単位:円）
歳入合計 210,040,198
会費収入 (会費・賛助会費 ) 9,674,420
寄附金収入 388,622
経常経費補助金収入 24,759,431
受託金収入 83,550,087
事業収入 1,253,902
介護保険事業収入 40,369,613
受取利息配当金収入 8,030
その他の収入（受入研修費収入・雑収入・施設整備等収入） 736,168
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 27,086,062
前年度繰越額 22,213,863

次年度繰越額 18,977,919

歳出合計 191,062,279
法人運営事業 31,013,681
調査研究、企画広報、連絡・調整事業 1,094,699
助成事業 3,885,000
地域福祉活動、在宅福祉活動、ボランティア活動振興事業 9,883,669
一般募金配分金事業 5,958,145
年末募金配分金事業 9,784,138
福祉パルさいわい受託経営、日常生活自立支援受託事業 310,000
生活福祉資金貸付業務受託事業 3,174,000
金品援護事業 369,403
老人いこいの家管理経営事業 38,553,011
さいわい健康福祉プラザ管理経営事業 37,403,739
さいわいデイサービス事業 49,632,794

財産目録 平成31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 25,018,264
事 業 未 収 金 4,727,545
貯 蔵 品 72,269
前 払 金 544,080
流動資産合計 30,494,682
【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 210,840
運用資金積立資産 5,476,374
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 15,386,352
固定資産合計 18,386,352
資産合計 48,881,034

科目 金額（円）
【流動負債】
事業未払金 10,176,536
預り金 1,225,054
職員預り金 70,173
前受金 45,000
流動負債合計 11,516,763
【固定負債】
固定負債合計 0
負債合計 11,516,763
差引純資産 37,364,271

判断能力が低下している高齢の方や障害のある方が、
地域の中で自立した生活を送ることができるよう、関
係機関と連携し支援しています。

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3,961名
・生活福祉資金の貸付
　相談件数　1,186件　新規貸付件数　10件

その他受託事業
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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 月～土曜日 9:00～16:00

住　所 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

（日・祝・年末年始は休館日　なお、敬老の日は利用できます）
電　話 541-8000 ※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
令和元年度　後期講座ご案内10月～

講座名　 内容・日程 曜日・時間 材料・教材費

1

春から初夏の
かぎ針ニット
小川　まさ子先生

定員 8名

肌さわりの良い糸を使用し、透け感のあるレース編みで
す。初夏には、タンクトップと重ねてブラウスとしても
着用可能です。ツーウェイベスト、更にお揃いのストー
ルも作製いたします。※細編み、長編みが出来る方対象。
① 10/29 ② 11/5 ③ 11/19 ④ 12/3 ⑤ 12/17
⑥ 1/7 ⑦ 1/21 ⑧ 2/4 ⑨ 2/18 ⑩ 2/25 予備日 3/3

火曜日
13:30 ～ 15:30 4,000 円

2
簡単な英会話入門
伊藤　壽夫先生
定員 16名

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
いと思われる皆さん、ぜひ一緒に勉強を始めましょう！
① 10/23 ② 11/6 ③ 11/20 ④ 12/4 ⑤ 12/18
⑥ 1/8 ⑦ 1/22 ⑧ 2/5 ⑨ 2/19 ⑩ 3/4 予備日 3/11

水曜日
13:30 ～ 15:00

1,404 円
(テキスト代 )

3
『万葉集』を読む
中村　ひろ子先生

定員 24名

「時に初春の令月にして気淑く和ぐ」
新しい元号の出典は万葉集です。4500 首の中から 140
首を抜粋して歌の技巧や背景を学び、和歌や俳句の原点
を感じてみましょう。
① 10/30 ② 11/6 ③ 11/20 ④ 12/4 ⑤ 12/18
⑥ 1/15 ⑦ 1/29 ⑧ 2/5 ⑨ 2/19 ⑩ 3/4 予備日 3/11

水曜日
13:30 ～ 15:30

1,037 円
（資料・　　
テキスト代）

4

男の料理
季節の中国家庭料理

～秋冬編～
張　学峰先生
定員 16名

歴史ある中国。麺料理発祥の地と言われる山西省の家庭
料理を楽しく学びませんか？四季折々の食材を使い、小
麦粉と雑穀から作り始める麺を用い、体温をしっかり上
げて健康な身体を作りましょう。
① 10/30 ② 11/13 ③ 11/27 ④ 12/11 ⑤ 1/15
⑥ 1/29 予備日 2/5

水曜日
10:00 ～ 12:00

3,600 円

5
発酵食品で免疫
力アップ料理
折野　裕子先生

定員 16名

味噌、醤油、チーズなどの発酵食品には、腸内環境を整え、
免疫力を高める働きがあります。世界の発酵食品を使っ
て料理を作ります。※男女混合のクラスです。
① 11/7 ② 11/21 ③ 12/12 ④ 1/16 ⑤ 1/30
⑥ 2/6 予備日 2/13

木曜日
10:00 ～ 12:00 3,600 円

6
初めての刺繍
衣斐　加代子先生

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？さまざまな図案でブローチや敷物など 4作品作り
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 10/24 ② 11/7 ③ 11/21 ④ 12/5 ⑤ 12/19
⑥ 1/9 ⑦ 1/23 ⑧ 2/6 予備日 2/13

木曜日
13:30 ～ 15:30

700 円

7
初めてのウクレレ
賀陽　保子先生

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。
① 11/1 ② 11/8 ③ 11/22 ④ 12/6 ⑤ 12/20 ⑥ 1/10
⑦ 1/24 ⑧ 2/7 ⑨ 2/21 ⑩ 2/28 予備日 3/6

金曜日
10:00 ～ 11:30

540 円
（ウクレレは
各自で準備）

8
　ペン習字

矢田　三重子先生
定員 18名

基本「ひらがな」を練習をします。次に百人一首や
人名の書き方を学びます。最終日には、成果発表として、
豆色紙に自分の好きな詩・ことば・練習してきた短歌等
を書いてみましょう。素敵な作品が出来ますよ。
※使用するディスクペン・色紙代は教材費から購入します。
① 10/25 ② 11/1 ③ 11/8 ④ 11/22 ⑤ 12/6
⑥ 12/20 ⑦ 1/10 ⑧ 1/24 ⑨ 2/7 ⑩ 2/21 ⑪ 2/28
⑫ 3/6 予備日 3/13

金曜日
10:00～11:30 1,200 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）令和元年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、2019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

9 ストレッチ健康体操
中村　博子先生

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 10/16 ② 10/30 ③ 11/6 ④ 11/20 ⑤ 12/4
偶① 10/9 ② 10/23 ③ 11/13 ④ 11/27 ⑤ 12/11

水曜日
10:00～11:30

無料

10
カラダ喜ぶ
健康ヨガ体操
田所　直美先生

「いつまでもイキイキと過ごせる身体づくり」をテーマに、姿勢や
足腰の強化など、自分の身体を知りながらやさしく動いていきま
す。楽しく気持ちよく、しなやかと強さをバランスよく養い、動
きやすい身体を目指しましょう！
奇① 1/20 ② 2/3 ③ 2/17 ④ 3/9 ⑤ 3/23
偶① 1/27 ② 2/10 ③ 3/2 ④ 3/16 ⑤ 3/30

月曜日
14:00～15:30

11
楽らく

トレーニング
伊東　泰子先生

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UP、アン
チエイジング、転倒予防のトレーニングを行います。
① 1/10 ② 1/17 ③ 1/24 ④ 2/7 ⑤ 2/21 ⑥ 3/6
⑦ 3/13
（利用証の末尾番号に関係なく参加できます）

金曜日
10:00～11:30

12 リフレッシュ体操 *清水　泰平先生

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 10/8 ② 10/29 ③ 11/12 ④ 11/26
　⑤ 12/10 ⑥ 1/14 ⑦ 1/28 ⑧ 2/18 ⑨ 3/3⑩ 3/17
偶① 10/15 ② 11/5 ③ 11/19 ④ 12/3 ⑤ 12/17
　⑥ 1/21 ⑦ 2/4 ⑧ 2/25 ⑨ 3/10 ⑩ 3/24　

火曜日
13:15～14:15

13
はじめてのスマホ・
タブレット講座
活き生きクラブ

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
入る全くの初級者向け講座です。電源ボタンの入れ方から学んで
行きます。
① 10/10 ② 11/14 ③ 12/12 ④ 1/9 ⑤ 2/13 ⑥ 3/12　

木曜日
13:30～15:30

14
そこが知りたい！
スマホ・タブレット講座
活き生きクラブ

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。① 10/24 ② 11/28
③ 12/19 ④ 1/23 ⑤ 2/20 ⑥ 3/19

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。

令和元年9月９日（月）~24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
令和元年10月～令和２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）
●プラザ主催の講座は、より多くの方々に受講して頂くために、受講歴を考慮して優先順位を決め
　ます。初めて申込みされた方及び過去１年間受講されてない方を優先させていただきます。
●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ください。
●当落結果は郵便はがきにて通知いたします。

（5）令和元年9月1日



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 月～土曜日 9:00～16:00

住　所 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

（日・祝・年末年始は休館日　なお、敬老の日は利用できます）
電　話 541-8000 ※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
令和元年度　後期講座ご案内10月～

講座名　 内容・日程 曜日・時間 材料・教材費

1

春から初夏の
かぎ針ニット
小川　まさ子先生

定員 8名

肌さわりの良い糸を使用し、透け感のあるレース編みで
す。初夏には、タンクトップと重ねてブラウスとしても
着用可能です。ツーウェイベスト、更にお揃いのストー
ルも作製いたします。※細編み、長編みが出来る方対象。
① 10/29 ② 11/5 ③ 11/19 ④ 12/3 ⑤ 12/17
⑥ 1/7 ⑦ 1/21 ⑧ 2/4 ⑨ 2/18 ⑩ 2/25 予備日 3/3

火曜日
13:30 ～ 15:30 4,000 円

2
簡単な英会話入門
伊藤　壽夫先生
定員 16名

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
いと思われる皆さん、ぜひ一緒に勉強を始めましょう！
① 10/23 ② 11/6 ③ 11/20 ④ 12/4 ⑤ 12/18
⑥ 1/8 ⑦ 1/22 ⑧ 2/5 ⑨ 2/19 ⑩ 3/4 予備日 3/11

水曜日
13:30 ～ 15:00

1,404 円
(テキスト代 )

3
『万葉集』を読む
中村　ひろ子先生

定員 24名

「時に初春の令月にして気淑く和ぐ」
新しい元号の出典は万葉集です。4500 首の中から 140
首を抜粋して歌の技巧や背景を学び、和歌や俳句の原点
を感じてみましょう。
① 10/30 ② 11/6 ③ 11/20 ④ 12/4 ⑤ 12/18
⑥ 1/15 ⑦ 1/29 ⑧ 2/5 ⑨ 2/19 ⑩ 3/4 予備日 3/11

水曜日
13:30 ～ 15:30

1,037 円
（資料・　　
テキスト代）

4

男の料理
季節の中国家庭料理

～秋冬編～
張　学峰先生
定員 16名

歴史ある中国。麺料理発祥の地と言われる山西省の家庭
料理を楽しく学びませんか？四季折々の食材を使い、小
麦粉と雑穀から作り始める麺を用い、体温をしっかり上
げて健康な身体を作りましょう。
① 10/30 ② 11/13 ③ 11/27 ④ 12/11 ⑤ 1/15
⑥ 1/29 予備日 2/5

水曜日
10:00 ～ 12:00

3,600 円

5
発酵食品で免疫
力アップ料理
折野　裕子先生

定員 16名

味噌、醤油、チーズなどの発酵食品には、腸内環境を整え、
免疫力を高める働きがあります。世界の発酵食品を使っ
て料理を作ります。※男女混合のクラスです。
① 11/7 ② 11/21 ③ 12/12 ④ 1/16 ⑤ 1/30
⑥ 2/6 予備日 2/13

木曜日
10:00 ～ 12:00 3,600 円

6
初めての刺繍
衣斐　加代子先生

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？さまざまな図案でブローチや敷物など 4作品作り
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 10/24 ② 11/7 ③ 11/21 ④ 12/5 ⑤ 12/19
⑥ 1/9 ⑦ 1/23 ⑧ 2/6 予備日 2/13

木曜日
13:30 ～ 15:30

700 円

7
初めてのウクレレ
賀陽　保子先生

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。
① 11/1 ② 11/8 ③ 11/22 ④ 12/6 ⑤ 12/20 ⑥ 1/10
⑦ 1/24 ⑧ 2/7 ⑨ 2/21 ⑩ 2/28 予備日 3/6

金曜日
10:00 ～ 11:30

540 円
（ウクレレは
各自で準備）

8
　ペン習字

矢田　三重子先生
定員 18名

基本「ひらがな」を練習をします。次に百人一首や
人名の書き方を学びます。最終日には、成果発表として、
豆色紙に自分の好きな詩・ことば・練習してきた短歌等
を書いてみましょう。素敵な作品が出来ますよ。
※使用するディスクペン・色紙代は教材費から購入します。
① 10/25 ② 11/1 ③ 11/8 ④ 11/22 ⑤ 12/6
⑥ 12/20 ⑦ 1/10 ⑧ 1/24 ⑨ 2/7 ⑩ 2/21 ⑪ 2/28
⑫ 3/6 予備日 3/13

金曜日
10:00～11:30 1,200 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）令和元年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、2019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

9 ストレッチ健康体操
中村　博子先生

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 10/16 ② 10/30 ③ 11/6 ④ 11/20 ⑤ 12/4
偶① 10/9 ② 10/23 ③ 11/13 ④ 11/27 ⑤ 12/11

水曜日
10:00～11:30

無料

10
カラダ喜ぶ
健康ヨガ体操
田所　直美先生

「いつまでもイキイキと過ごせる身体づくり」をテーマに、姿勢や
足腰の強化など、自分の身体を知りながらやさしく動いていきま
す。楽しく気持ちよく、しなやかと強さをバランスよく養い、動
きやすい身体を目指しましょう！
奇① 1/20 ② 2/3 ③ 2/17 ④ 3/9 ⑤ 3/23
偶① 1/27 ② 2/10 ③ 3/2 ④ 3/16 ⑤ 3/30

月曜日
14:00～15:30

11
楽らく

トレーニング
伊東　泰子先生

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UP、アン
チエイジング、転倒予防のトレーニングを行います。
① 1/10 ② 1/17 ③ 1/24 ④ 2/7 ⑤ 2/21 ⑥ 3/6
⑦ 3/13
（利用証の末尾番号に関係なく参加できます）

金曜日
10:00～11:30

12 リフレッシュ体操 *清水　泰平先生

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 10/8 ② 10/29 ③ 11/12 ④ 11/26
　⑤ 12/10 ⑥ 1/14 ⑦ 1/28 ⑧ 2/18 ⑨ 3/3⑩ 3/17
偶① 10/15 ② 11/5 ③ 11/19 ④ 12/3 ⑤ 12/17
　⑥ 1/21 ⑦ 2/4 ⑧ 2/25 ⑨ 3/10 ⑩ 3/24　

火曜日
13:15～14:15

13
はじめてのスマホ・
タブレット講座
活き生きクラブ

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
入る全くの初級者向け講座です。電源ボタンの入れ方から学んで
行きます。
① 10/10 ② 11/14 ③ 12/12 ④ 1/9 ⑤ 2/13 ⑥ 3/12　

木曜日
13:30～15:30

14
そこが知りたい！
スマホ・タブレット講座
活き生きクラブ

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。① 10/24 ② 11/28
③ 12/19 ④ 1/23 ⑤ 2/20 ⑥ 3/19

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。

令和元年9月９日（月）~24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
令和元年10月～令和２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）
●プラザ主催の講座は、より多くの方々に受講して頂くために、受講歴を考慮して優先順位を決め
　ます。初めて申込みされた方及び過去１年間受講されてない方を優先させていただきます。
●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ください。
●当落結果は郵便はがきにて通知いたします。

（5）令和元年9月1日



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。

赤い羽根共同募金運動の期間 (10 月 1 日～
12 月 31 日 ) に限り、川崎フロンターレとコ
ラボレーションしたピンバッジを取り扱って
います。数に限りがありますので、下記まで
問合せください。
地域の皆様の温かいご協力をお願いいたしま
す。

問合せ 神奈川県共同募金会川崎市幸区支会（幸区社会福祉協議会内）　電話 :556-5500　

■募金が配分されるまで

▶ ▶

▶

募金期間中、各方面へ
使途計画を公表して、
寄付金を募集します。

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 10月 1日～ 12月末 11月～翌年 2月末 3月中旬

4月～

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。

▶
民間福祉団体からの
配分申請を受け付け
ます。

＜前年度の募金運動の様子＞
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さいわいはっぴーボランティア今年も
開催！

≪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。

　令和元年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。
平令和元年10月31日（木）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。

　昨年、中高生を対象に実施し好評をいただいた、幸区役所との
共催事業「さいわいはっぴーボランティア」を開催しています。
　楽しいプログラムが盛り沢山！受付は先着順（状況により抽選）
幸区社協・幸区役所ホームページ、あるいは以下のＱＲコードか
らぜひご応募ください。

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

令和元年１２月下旬、民生委員児童委員が個別に配付。
※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≫

＜昨年度の活動の様子＞

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13日（金） ……………………… 敬老のつどい
●９月26日（木） ………………… 幸区社会福祉大会
●10月19日（土）・２０日（日） ……… 　　　　　　

●10月26日（土） …………… 日吉いこいの家まつり

  プラザ祭り
　幸区民祭

●11月９日（土） ………… 南河原いこいの家まつり
　　　　　　　……………… 小倉いこいの家まつり
●11月16日（土） …………… 御幸いこいの家まつり同時

開催

（7）令和元年9月1日
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業の内容を審査します。
委員 18 名が分担して配
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行います。
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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。

▶
民間福祉団体からの
配分申請を受け付け
ます。

＜前年度の募金運動の様子＞

（6）令和元年9月1日

さいわいはっぴーボランティアさいわいはっぴーボランティアさいわいはっぴーボランティア今年も
開催！

≪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。

　令和元年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。
平令和元年10月31日（木）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。

　昨年、中高生を対象に実施し好評をいただいた、幸区役所との
共催事業「さいわいはっぴーボランティア」を開催しています。
　楽しいプログラムが盛り沢山！受付は先着順（状況により抽選）
幸区社協・幸区役所ホームページ、あるいは以下のＱＲコードか
らぜひご応募ください。

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

令和元年１２月下旬、民生委員児童委員が個別に配付。
※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≫

＜昨年度の活動の様子＞

秋のイベント情報 過ごしやすい季節になってきました。
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開催
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寄附金贈呈のご報告

編集委員会からお知らせ

　　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。

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
　　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。令和元年年00月00日（水）締切

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

令和元年   月　日(土) 00:00～00:00
    月　日(日)   00:00～00:00 ※全日程・全時間の受講が必要です。

日　時

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

　セレサ川崎農業協同組合 代表理事組合長　原　　修一　様か
ら市内の地区社会福祉協議会あてに寄附のお申し出がありまし
た。幸区内の７つの地区社協には、去る６月１２日（水）さいわ
い健康福祉プラザにおいて贈呈式が行われ、原 代表理事組合長
から各地区社協会長に寄附金が手渡されました。

　福岡　康文前委員長が退任され、新たに加藤　満治委員が編集委員長に就任しました。

午前の部　うつ病を知ろう　～ライフステージ（思春期～老年期）から考える～

午後の部　私のリカバリストーリー

令和元年11月15日（金）10:00~11:45　※9:30~受付開始日　時

令和元年11月15日（金）13:00~15:00　※12:30~受付開始日　時

さいわい健康福祉プラザ　３階「機能回復訓練室」場　所

さいわい健康福祉プラザ　３階「機能回復訓練室」場　所

うつ病の診断や症状、治療、ライフステージごとの注意点や予防法について内　容

うつ病を経験された方の体験談、病気とのつきあい方、不調時の周りの対応など内　容

張　賢徳 先生　（帝京大学医学部付属溝口病院 精神神経科科長・教授）講　師

うつ病を抱えながら地域で生活している当事者
「うつ病支援の会あさお」から、当事者の方をお招きします。

講　師

令和元年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

寄附金贈呈式の様子（前列中央　原 代表理事組合長）

寄附者報告 令和元年5月1日～7月31日　
敬称略 ■寄付金　

HULAを楽しむ会　代表　西原雅代

メンタルヘルス
講　　座 身近にあるうつ病　～どう向き合っていきますか？～

（8）令和元年9月1日


