
令和２年度 共同募金の中間報告
皆様の温かいご協力、本当にありがとうございます！！

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！
　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。共同募金は３月末まで受付をしておりますので、引き続きご協力よろしくお願
いいたします。

＜赤い羽根募金のつかいみち＞ ＜年末たすけあい募金のつかいみち＞

令和３年１月15日現在

年末たすけあい募金赤い羽根共同募金

幸区の社会福祉第122号
3・4・5月号

社協は、住民の参加により福祉の
まちづくりをすすめる民間組織です
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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赤い羽根共同募金 12,746,422円 年末たすけあい募金 8,458,489円

令和２年度 
要援護世帯（368世帯）への
慰問金及び
一人暮らし高齢者への慰問品
（2,600世帯）　43％令和３年度の

地域福祉・在宅福祉等の
地域援護費として

57％

＜令和３年度の事業費として＞

区内の
福祉施設・団体　
42%

区・地区
社会福祉協議会

40％

県内の
福祉施設・団体

18%

●直近５ヶ年（平成２８～令和２年度）の募金実績

※上記額は赤い羽根共同募金と年末たすけあい募金の合計となります。また、令和２年度分は令和３年１月15日現在の実績です。

神奈川県共同募金会川崎市幸区支会

28年度 29年度 30年度 令和元年度 令和２年度

24,274,512円 23,792,892円 25,870,014円 23,824,436円 21,204,911円

３月末まで募金の受付をしています。
暮らしやすい地域づくりへご協力ください。

（1）令和3年3月1日



令和３年度　前期講座ご案内４月～
講　　座　　名 内　　　　容 曜日・時間・教材費

1
初夏のベスト作り
小川　まさ子先生

定員５名

すっきりとした定番のデザイン。素材によっては、
スリーシーズン着用できる便利なベストです。裏
生地無しの簡単ソーイングです。コーディネート
をして、おしゃれを楽しみましょう。
①4/13 ②4/27 ③5/11 ④5/25 ⑤6/8 ⑥6/22 
⑦7/13（予備日7/27）

火曜日
13:30〜15:30
3,000円前後

（型紙・生地代によって
変動あり）

2
『伊勢物語』を読む

中村　ひろ子先生
定員12名

『伊勢物語』は「むかし男ありけり」ではじまる
在原業平を主人公とする歌物語。業平の一代記で
ある本書は源氏物語をはじめ、後世の文学に大き
な影響を与えている。伊勢物語の背景を探りなが
ら、平安時代の物語を楽しんでみましょう。
①4/7 ②4/21 ③5/19 ④6/9 ⑤6/23 ⑥7/7 
⑦7/21 ⑧8/4 ⑨8/25 ⑩9/1（予備日9/15）

水曜日
13:30〜15:30

1,092円
（資料・テキスト代）

3

3Dアートと
クラフトテープの
小物作り

立花　喜美枝先生
定員５名

立体的に作った花などを、額に入れて家に飾って
楽しんでください。クラフトテープでは、パンか
ごと身に付けるおしゃれなコサージュなどを作り
ます。
①4/9 ②4/23 ③5/14 ④5/28 ⑤6/11 ⑥6/25

（予備日7/9）

金曜日
13:30〜15:30
3,000円前後

4
ペン習字

矢田　三重子先生
定員10名

基本「ひらがな」を練習します。次に百人一首や人
名の書き方などを学びます。
※使用するディスクペンは材料費から購入します。
①4/16 ②4/30 ③5/7 ④5/21 ⑤6/4 ⑥6/18 
⑦7/2 ⑧7/16 ⑨7/30 ⑩8/6（予備日8/20）

金曜日
10:00〜11:30

900円

5
はつらつ体操
青木　泰代先生

定員20名

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。
①4/12 ②4/26 ③5/10 ④5/24 ⑤6/14 ⑥6/28 
⑦7/19 ⑧7/26

月曜日
13:30〜15:00

無料

（２階・老人福祉センター）からのお知らせ
さいわい健康プラザ

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。

健康保険証・運転免許証等及び緊急時の連絡先を用意の上、事前に 2階受付でお手続きください。

利用時間

電　話

月～土曜日 9:00～16:00

044-541-8000
（日・祝・年末年始は休館。なお、敬老の日は利用できます）

※ご利用に際しては、利用登録が必要になります。

（2）令和3年3月1日



6
超ソフトエアロビ体操

籾山　千鶴先生
定員20名

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。
①4/13 ②4/27 ③5/11 ④5/25 ⑤6/8 ⑥6/22 
⑦7/13 ⑧7/27

火曜日
10:00〜11:30

無料

7
リフレッシュ体操

清水　泰平先生
各定員20名

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。
A　①4/13 ②4/27 ③5/18 ④6/1 ⑤6/15
B　①4/20 ②5/11 ③5/25 ④6/8 ⑤6/22

火曜日
13:15〜14:15

無料

8

はじめてのスマホ・
タブレット講座
活き生きクラブ

定員20名

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。
①4/8 ②5/13 ③6/10 ④7/8 ⑤8/12 ⑥9/9

木曜日
13:30〜15:30

無料

9

そこが知りたい！
スマホ・タブレット講座

活き生きクラブ
定員20名

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。
①4/22②5/27③6/24④7/29⑤8/26⑥9/30

木曜日
13:30〜15:30

無料

※材料費等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。
　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。

【申込期間】	 令和３年３月１日（月）～12日（金）
	 午前９時～午後４時
【応募資格】
【日　　程】 令和３年４月～令和３年９月
【費　　用】

【申込場所】
【申込方法】	

（裏面には何も記入しないでください。）

【そ の 他】	

（3）令和3年3月1日



寄附者報告（敬称略）　　令和2年11月1日～令和3年1月31日
■寄附金　・キヤノン株式会社 矢向事業所　・寺村昌子　　　■寄附物品　・第二ひかり幼稚園　・伊部利枝

グループ・団体活動助成のご案内

福祉パルさいわい　ボランティアコーナーのロッカーを貸出します

助成対象 助成金の使途

申請方法

申請締切

申請締切

申込・問合せ先

　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などの、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。）

●１年間無償（更新可）　※数に限りがあります
　（※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）
　利用要件は、幸区社会福祉協議会の会員であって、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。

※申込み多数の場合、抽選となります。

幸区社会福祉協議会 地域課　☎556-5500　FAX556-5577

＜令和２年度　助成実績＞
健やかリハビリ会 ／ NPOくるみ一来未 ／ 手話サークル幸の会 ／ 幸和会 ／ 手話サークルひまわりの会
移送奉仕団体移送さいわい ／ 幸の会 ／ 傾聴ボランティアさいわい ／ 手話サークル太陽の会
幸区食生活改善推進員連絡協議会 ／ 夢見ヶ崎プレーパークをつくる会 ／ ちえままさろん

⑴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）　
⑵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）

所定の申請書（窓口にて配布）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、令和３年４月16日（金）必着
申込・問合せ先 幸区社会福祉協議会地域課　☎５５６－５５００

　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であり、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。
⑴地域福祉の推進・普及を目的としている
⑵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

⑶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

令和３年３月６日（土）必着

川崎市高齢者フリーパスを販売しています
　福祉パルさいわい（販売時間：平日9時〜12時、13時〜16時）及び小倉の駅舎陽だまり・河原町の陽だま
り（販売時間：平日10時〜12時、13時〜15時）で川崎市高齢者フリーパスを販売しています。
●『高齢者フリーパスとは？』
　川崎市では、満70歳以上の方に、社会参加の支援を目的として、市内を運行する路線バスに優待乗車で
きる「高齢者特別乗車証明書」を交付しています。フリーパス販売窓口にて、この「高齢者特別乗車証明書」
を提示し申込することで、高齢者フリーパスを購入することができます。
　高齢者フリーパスは、有効期間中何度でもバスに乗車することができます。（定期券とは異なります）
１か月に10回以上バスに乗られる方（乗車・降車の両方、もしくはどちらか一方が川崎市内の場合）は、フ
リーパス購入がオススメです。

１か月パス ３か月パス ６か月パス 12か月パス 福祉パス
１，０００円 ３，０００円 ６，０００円 １２，０００円 無料※

※障害者手帳等をお持ちの方やその介護者は、福祉パスの交付を受けることができます。
　詳しくはお問合せください。� ●問合せ先：幸区社会福祉協議会�地域課�☎556-5500

（4）令和3年3月1日


