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1.令和２年度 年末たすけあい運動が始まります
2.区社協会長あいさつ／区社協会長表彰・感謝
3.市社協会長表彰・感謝／市長表彰／全社協会長表彰
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令和元年度にご協力いただいた年末たすけあい募金の使い道

塚越の陽だまり

　皆様からお寄せいただいた募金は、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。

令和２年度
年末たすけあい運動が始まります

⃝住民交流活動拠点陽だまり（小倉・塚越）の運営
⃝幸区社会福祉協議会の機関紙「幸区の社会福祉」の発行
⃝福祉教育
⃝地域の会食会、配食、リハミニデイ等の活動助成
⃝地区社協で行う子育て支援事業への活動助成
⃝ボランティア活動推進事業
� など

令和２年度幸区社協が行う地域福祉事業
６，１０８，７４２円

要援護世帯への年末慰問金
３８１世帯　１，９０５，０００円

　令和元年度は１世帯あたり５，０００
円を地域の民生委員を通してお渡しさせ
ていただきました。

一人暮らし高齢者への年末慰問品
２，６００世帯　１，７６９，０４０円

　令和元年度は慰問品として、お茶を地
域の民生委員を通してお渡しさせていた
だきました。

（1）令和2年12月1日



令和２年度　表彰・感謝
会長あいさつ
　このたび表彰並びに感謝を受けられました皆さま、誠におめ
でとうございます。これまでの皆さまのご尽力に心から敬意を
表します。
　皆さまの永年にわたる地域での取り組みが地域福祉を推進し、
誰もが安心して暮らせる街づくりにつながっております。
　また、皆さまが日々地域のために活動されている姿は、後進の
目標となり次の世代の育成にも大切な役割を果たしております。
　今後とも、地域福祉の向上、社協活動の充実にお力添えくだ
さいますようお願い申し上げます。
� 川崎市幸区社会福祉協議会　　会長　佐藤  忠次

【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）

氏　　名 所　　属 役職／功績　等

表
　
　
　
　
彰

1 石井　芳明 南河原地区
社会福祉協議会

地区社協会計／平成28年より地区社協常務理事・理事に就任
し、地区ボランティア活動等に活躍。

2 大槻　ヒサ子 南河原地区
社会福祉協議会

地区社協ボランティア／平成8年より地区社協ボランティアに
登録され24年間活躍。

3 柳川　光子 御幸東地区
社会福祉協議会

地区社協常務理事，民生委員児童委員／地区社協女性部副部
長として活動を円滑に運営。

4 石川　ふみ子 御幸東地区
社会福祉協議会

地区社協理事／地区社協女性部に於いてもボランティアリー
ダーとして活躍。

5 内田　章 河原町地区
社会福祉協議会

地区社協理事，民生委員児童委員／平成23年度より地区社協
理事に就任し地域に貢献。

6 川島　冨士義 河原町地区
社会福祉協議会

地区社協会計監査，民生委員児童委員／平成28年度より地区
社協理事に就任し地域に貢献。

7 田中　千惠子 御幸西地区
社会福祉協議会

地区社協常務理事（平成30年～令和元年度）／地区社協婦人部
部長として婦人部活動を円滑に運営。

8 竹林　清美 御幸西地区
社会福祉協議会

地区社協常務理事（平成30年～令和元年度）／地区社協婦人部
副部長として婦人部活動に貢献。

9 佐々木　由美子 日吉第一地区
社会福祉協議会

地区社協ボランティア代表／谷戸地区リーダーとして社協活
動の推進に活躍。

10 稲垣　ケイ子 日吉第一地区
社会福祉協議会

地区社協理事，民生委員児童委員／「ハラハラ亭」の活動にお
いて料理指導、会計として活躍。

11 三橋　直子 日吉第二地区
社会福祉協議会

地区社協理事／「ぬくもりの会」会長として活動。（平成29年
～令和元年度）

12 沼沢　みゆき 日吉第二地区
社会福祉協議会

地区社協理事，民生委員児童委員／「ぬくもりの会」会計とし
て活動。（平成29年～令和元年度）

13 山田　永惠 日吉第三地区
社会福祉協議会

地区社協常務理事，民生委員児童委員／平成26年より地区社
協常務理事に就任し熱心に活動。

14 小野　幸一 日吉第三地区
社会福祉協議会

地区社協理事／平成24年より地区社協理事に就任し老人クラ
ブ会長としても熱心に活動。

【川崎市幸区社会福祉協議会会長感謝】
◆令和元年７月２日～令和２年７月１日の間、または継続して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（敬称略）
感
謝 1 前島　純

　区社協会長表彰・感謝は令和２年９月25日（金）に
川崎市幸区社会福祉大会を開催して表彰状及び感謝
状を贈呈させていただく予定でしたが、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、開催中止となりまし
た。表彰状は受賞者が所属する地区社会福祉協議会
会長より贈呈させていただきました。

（2）令和2年12月1日



【川崎市社会福祉協議会会長表彰及び感謝】（順不同・敬称略）
表彰対象名 氏　　名 所　　属

表
　
　
　
　
彰

地域福祉活動への
貢献者

福田　巳代子 南河原地区社会福祉協議会
洞口　榮二 御幸東地区社会福祉協議会
峰川　ヒロ子 河原町地区社会福祉協議会
丹治　裕 御幸西地区社会福祉協議会
神谷　明彦 日吉第一地区社会福祉協議会
山岡　君子 日吉第二地区社会福祉協議会
髙橋　正 日吉第三地区社会福祉協議会

ボランティア エーデルYS.com
感謝 多額寄附 前島　純

【川崎市長表彰】（順不同・敬称略）
表彰対象名 氏　　名 所　　属

社会福祉功労者
（社会福祉団体
役員）

長島　昌子 南河原地区社会福祉協議会
佐野　昇 御幸東地区社会福祉協議会
川島　要子 河原町地区社会福祉協議会
松崎　キク枝 河原町地区社会福祉協議会
網屋　英子 御幸西地区社会福祉協議会
佐藤　眞由美 日吉第一地区社会福祉協議会

【全国社会福祉協議会会長表彰】（敬称略）
表彰対象名 氏　　名 所　　属

社会福祉協議会
功労者 君和田　孝 河原町地区社会福祉協議会

※令和２年11月１日現在。社会福祉協議会が推薦団体の表彰・感謝について掲載しています。

赤い羽根共同募金のお礼とお願い
　10月から赤い羽根共同募金について皆様にご協力いただきありがとうございます。
　今年度は街頭募金が中止となりましたが、地域の戸別による募金、企業や法人等を
中心とした募金、学校による募金、施設、団体、官公庁等の職員による募金、募金箱
を施設やお店等に置いていただく募金などは実施しております。
　集められた募金は社会福祉施設や小地域の様々な福祉活動団体などの援助に使われ
ています。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
が積み立てられています。
　引き続き赤い羽根共同募金にご協力をよろしくお願いいたします。

令和２年度賛助会費　ありがとうございます
　賛助会員募集について、ご協力いただきありがとうございます。
　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賛同いただき資金面でご支援いただく会員のこ
とで、お預かりした会費は、地域の福祉活動を支える貴重な財源となり、地区社会福祉協議会と区社会福祉
協議会で、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くださいますようお願いいたします。

　なお、今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響のため、地区社協事業の延期・中止や変更があることから、
地区社会福祉協議会により賛助会員募集の有無や募集時期・方法が異なります。

（3）令和2年12月1日



手話入門講習会の開催
　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。

日　　時 令和３年２月４日（木）～３月25日（木）（全７回）
毎週木曜18:30～20:00

場　　所
カトリック鹿島田教会
※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。

定　　員 20名（電話またはメールにて。先着順）
受 講 料 1,000円（テキスト代込み）

●申込み・問合せ　　携帯：090-6183-7891（担当者：関原）
　　　　　　　　　　E-mail:sekiyan-sl@ae.auone-net.jp
●申　込　締　切　　令和３年１月31日（日）まで

川崎市高齢者フリーパスを
販売しています

　幸区社会福祉協議会では、福祉パルさいわい・小倉の駅舎
陽だまり・河原町の陽だまりの３か所で川崎市高齢者フリー
パスを販売しています。

福祉パル
住　　所：幸区戸手本町1-11-5
　　　　　さいわい健康福祉プラザ1階
販売時間：平日9時～12時、13時～16時

小倉の駅舎
陽だまり

住　　所：幸区小倉2-26-22小林荘1階
販売時間：平日10時～12時、13時～15時

河原町の
陽だまり

住　　所：幸区河原町1河原町団地2号棟1階
販売時間：平日10時～12時、13時～15時

●問合せ：電話�556-5500（幸区社会福祉協議会�地域課）

2021カレンダーを
募集します

　ご家庭に、おゆずりいただける2021
年のカレンダーがありましたら、下記ま
で１月末までを目途にお持ち寄りくださ
い。１月中旬より、さいわい健康福祉プ
ラザ１階で、地域の希望者にお分けいた
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

いこいの家からのお知らせ
　10～11月に開催予定でした「いこいの家まつり」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
　今年度は全館開催中止となりました。
　各館で作品展の開催を主に年明け以降、２月頃に予定しています。
　詳細はお問い合わせ下さい。� ●問合せ：電話�556-5500（幸区社会福祉協議会�地域課）

あたたかいご寄附をいただきありがとうございます
　幸区社会福祉協議会には、毎年、区民の皆様をはじめとする個人や団体、企業等の方々より、地域福祉
の向上を目的に本会が行う事業のために、寄附金をお寄せいただいております。
　これからも、皆様のあたたかいご寄附をお待ちしております。

寄附者報告（敬称略）
令和2年8月1日～令和2年10月31日
■寄附金 ■寄託品
杉野丘子� � 杉野丘子

◎本会事業については決定次第本会ホームページ
でお知らせします。
URL：http://www.saiwaiku-shakyo.jp/

幸区社協 検 索幸区社協 検 索

手話サークル「幸の会」
からのお知らせ

※開講に際し新型コロナウイルス感染拡大防
止対策を実施する予定ですが、感染のリス
クをご承知の上、自己責任で参加いただく
ことをご承知ください。また、感染拡大状
況により中止する場合もございます。

興味は
あるけど
どうしたら？

よし、
申し込んで
みよう！

（4）令和2年12月1日


