
共同募金の中間報告

幸区の社会福祉第126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。

発行所 川崎市幸区社会福祉協議会
川崎市幸区戸手本町 1-11-5 川崎市さいわい健康福祉プラザ内
TEL：044-556-5500 FAX：044-556-5577 URL：http://www.saiwaiku-shakyo.jp/
加 藤 満 治発行人 加 藤 満 治編集人 株式会社共栄堂印刷所

幸区の社会福祉
１．共同募金の報告
２．さいわい健康プラザ
　　（2階・老人福祉センター）からのお知らせ
４．いこいの家作品展

６．社協会員募集中
７．会員紹介
８．グループ団体活動助成のご案内、ボランティアコーナーロッカー貸出

申請のご案内、ボランティア活動保険支払い手続き、寄付者報告

目 次

皆様の温かいご協力、本当にありがとうございました !!

神奈川県共同募金会川崎市幸区支会

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！

〈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〉

　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月末まで受付けておりますので、引き続きご協
力よろしくお願いいたします。

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

赤い羽根共同募金 12,261,866円 年末たすけあい募金 8,804,288円

＜令和 4年度の事業費として＞

●直近 5ヶ年 (平成 29～令和 3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額です。令和3年度分は令和4年1月31日現在の実績です。

令和 4年 1月 31日現在

平成 29年度 30年度 令和元年度 2年度 3年度
23,792,892 円 25,870,014 円 23,824,436 円 21,204,911 円 21,066,154 円

区内の福祉施設・区内の福祉施設・
団体団体

 42％ 42％

区・地区社会福祉区・地区社会福祉
協議会協議会
40％40％

地域福祉・在宅福地域福祉・在宅福
祉等の地域援護費祉等の地域援護費
として 60％として 60％

要援護世帯 (353 世帯 ) へ要援護世帯 (353 世帯 ) へ
の慰問金およびの慰問金および
ひとり暮らし高齢者ひとり暮らし高齢者
(2,659 世帯 ) への慰問品 　　(2,659 世帯 ) への慰問品 　　
　　　　　　　40％　　　　　　　40％

県内の県内の
福祉施設・団体福祉施設・団体

18%18%

令和3年度令和3年度令和3年度

（1）令和4年３月1日



（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

「紫式部日記」を読む。
中村 ひろ子先生
　定員 20名

「紫式部日記」は、平安時代の高級の宮廷生活を回想
した貴重な日記です。藤原道長が娘彰子に寄せる期
待や紫式部がライバル視した清少納言と定子のサロ
ンとの対比などを読んでいきます。
① 4/6 ② 4/20 ③ 5/18 ④ 6/1 ⑤ 6/15
⑥ 7/6 ⑦ 7/20 ⑧ 8/3 ⑨ 8/17 ⑩ 9/7（予備日：9/14）

水曜日
13:30~15:30
890 円

（資料・テキスト代）

2

パステル和アート
入口 ゆかり先生
定員 5名

パステルをパウダー状にして指で描く、素朴で独特
な技法が融合して生み出す心地よいアートです。
どなたでも簡単に書くことが出来ます。
① 4/13 ② 4/27 ③ 5/11 ④ 5/25
⑤ 6/8（予備日：6/22）

水曜日
10:00~11:30
1,900 円

（材料・テキスト代）

3

パッチワーク入門
菊地 綾子先生
定員 10名

初めてパッチワークキルトに挑戦される方にうって
つけの講座です。１回で完成するコースターとトー
トバッグを楽しみながら作成します。
① 4/8 ② 4/22 ③ 5/20 ④ 6/3 ⑤ 6/17
⑥ 7/8 ⑦ 7/22（予備日：7/29）

金曜日
13:30~15:30
2,200 円

（資料・テキスト代）

4

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。
① 4/11 ② 4/25 ③ 5/9 ④ 5/23 ⑤ 6/13
⑥ 6/27 ⑦ 7/11 ⑧ 7/25

月曜日
13:30~15:00

無料

5

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。
① 4/12 ② 4/26 ③ 5/10 ④ 5/24 ⑤ 6/14
⑥ 6/28 ⑦ 7/12 ⑧ 7/26

火曜日
10:00~11:30

無料

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、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

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、利用者登録が必要になります。

令和 4年度　前期講座ご案内 4月～

（2）令和4年３月1日



6

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　① 4/5 ② 4/19 ③ 5/17 ④ 6/7 ⑤ 6/21
B　① 4/12 ② 4/26 ③ 5/24 ④ 6/14 ⑤ 6/28

火曜日
13:15~14:15

無料

7

はじめての
スマホ・タブレット講座
NPO法人 ゆうやけネット
各定員 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向けの講座です。
電源のボタンの入れ方から学んでいきます。
※A・Bとも同一内容です。
都合のよい日程をお選びください。
A　① 4/14 ② 5/12 ③ 6/9 ④ 7/14 ⑤ 8/4 ⑥ 9/8
B　① 4/28 ② 5/26 ③ 6/23 ④ 7/28 ⑤ 8/25
⑥ 9/22

木曜日
10:00~11:30

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。

令和 4年 3月 1日（火）～ 10日（木）    
午前 9時～午後 4時（日曜日・祝日は休館）

 市内在住の 60歳以上の方
令和 4年 4月～令和 4年 9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。
    　63 円の郵便はがき (結果通知用 )をお持ちください。※裏面が無地のも
    　のに限る。
    　郵便はがきの表に、住所・氏名を記入してください。
　  　※消せるボールペンは絶対に使用しないでください。
 　 （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ください。
 ・当落結果は郵便はがきにて通知いたします。
 ・今後の感染者の発生状況により、日程の変更や中止となる場合もありま
 　すので、ご了承ください。

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。 教材費、材料費は実費です。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
 ・窓口で直接お申込みください。（電話・FAXでの申込不可）   ・窓口で直接お申込みください。（電話・FAXでの申込不可）  申込方法

 ・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。 ・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。そ の 他
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（4）令和4年３月1日

　2月 1日～ 28日の 1か月間、区内 6か所のいこいの家にて作品展を開催いたしました。
　いこいの家で開催している教養講座や自主団体の皆さまが作った作品を館内に展示しました。　　
　こども文化センターとの交流を兼ねて、子どもたちの作品も展示しました。ご来場いただいた
みなさま、ありがとうございました。

〇お知らせ：オセロ仲間を募集しています。毎月第2・4木曜10時に行っています。
（安斉：541-0493）

いこいの家作品展を開催しました

●参加団体：書道教室、パソコン同好会、俳句教室

●参加団体：幸ペン字学習会、墨の会、折り紙教室、幸切り絵サークル、泉の会
　　　　　　千羽鶴、四季の会

●参加団体：なごみの会、書道教室、下平間こども文化センター
　　　　　　古川小わくわくプラザ

南河原いこいの家南河原いこいの家

御幸いこいの家御幸いこいの家

下平間いこいの家下平間いこいの家

南河原いこいの家南河原いこいの家南河原いこいの家南河原いこいの家

御幸いこいの家御幸いこいの家

下平間いこいの家下平間いこいの家

御幸いこいの家御幸いこいの家

下平間いこいの家下平間いこいの家



（5）令和4年３月1日

●参加団体：木の実会、楓の会、折り紙教室、子育て支援センターふるいちば

●参加団体：朗士会盆栽クラブ、折紙の会、桔梗短歌会、北加瀬こども文化センター
　　　　　　南加瀬こども文化センター、ねむの樹北加瀬保育園、夢見ヶ崎保育園
　　　　　　どりーむ保育園、新川崎みらいのそら保育園、日吉小学校
　　　　　　日吉小わくわくプラザ、夢見ヶ崎小わくわくプラザ
　　　　　　南加瀬小わくわくプラザ

●参加団体：手芸教室、書道教室、きらく会、小倉こども文化センター
　　　　　　東小倉小わくわくプラザ、小倉小わくわくプラザ

古市場いこいの家古市場いこいの家

日吉いこいの家日吉いこいの家

小倉いこいの家小倉いこいの家

古市場いこいの家古市場いこいの家

日吉いこいの家日吉いこいの家

小倉いこいの家小倉いこいの家

古市場いこいの家古市場いこいの家

日吉いこいの家日吉いこいの家

小倉いこいの家小倉いこいの家



（6）令和4年３月1日

　社協の組織は、福祉に関係する施設・団体・機関・関係者から会員としてご参加いただく協議会
です。会員種別ごとの会議で課題を協議し、事業に反映させ、誰もが安心して暮らせる「支え合い
のまちづくり」を進めております。社協の活動資金の多くは、皆様からの募金や会費で支えられて
います。地域の助け合い活動、子どもや高齢者、障がいのある方、経済的にお困りの方への福祉活
動に活用させていただいております。多くの方々に社協の会員としてご加入いただき、「地域の支
え合い」にご参加いただきますようお願いいたします。

　区社協や地区社協が行う事業に賛同し、資金面で社協事業にご参加いただく賛助会員もあ
ります。
・個人（１口） １，０００円
・企業・団体（１口） ５，０００円

問い合わせ
幸区社会福祉協議会　地域課　電話 556-5500　FAX 556-5577

社協会員募集中

会員の他にも・・・会員の他にも・・・

● 会員になると・・・

● 会員になるには・・・

● 会費は・・・

　• 本会が発行する福祉情報を提供します。
　• 活動のご相談、地域資源やボランティアをご紹介できます
　• グループ・団体等活動への助成金申請が可能です
　• ボランティアコーナーのロッカー利用（無料）が可能です
　• 区社協が発行する広報紙、ホームページ等での活動紹介等にて広報協力します
　• 当会の会員種別ごとの会議のご案内をします

　• 幸区内で社会福祉事業や活動を行っている施設・団体・グループ等が対象となります。
　• 手続きは、所定の入会申込書を本会に提出していただき、常任委員会の承認を得て会員となり
ます。

　　なお、施設については、市社協・区社協双方への入会をお願いしています。

　年度会費の納入をお願いいたします。会員の種別（施設は定員数等）によって会費は異
なります（２，０００円～）。

予定していた「外に飛び出そう ! みんなで子育てフェアさいわい」は、新型コロナウイル
ス感染状況を踏まえ、開催中止となりました。

子育てフェアさいわい中止のお知らせ



（7）令和4年３月1日

　当連合会は、幸区日吉地区にある４つの商
店会（谷戸福栄会・南加瀬中央通り商和会・
南加瀬原町商店会・小倉商栄会）で構成する
商店街連合会です。
　各商店会の振興発展及び地域の繁栄に寄与
することを目的に毎月定例会を実施し、互い
に情報共有をしながら活動しています。

　幸区老人クラブ連合会は、昭和 47年の結成から約 50年の歴史があり、会員は 3,544 名、
クラブ数は 70を超えました。人生 100 年、健康寿命を延ばし楽しく過ごすことができるよ
うに、様々な活動を行っています。ぜひ一緒に活動しましょう！
　老人クラブへのご入会をお待ちしています。
　〈現在行っている活動〉
　・健康寿命を延ばす活動
　ゲートボール、グラウンドゴルフ、健康づくりダンス、ペタンク、太極拳
　パソコン・スマホ教室など

・地域社会を豊かにする社会活動
友愛チーム訪問、地域の清掃やゴミ拾い、地域の寝たきり高齢
者への定期訪問、町内会・自治会・民生委員との協働、プラチ
ナ音楽祭への出演など
 電話 555-5469（佐藤）

　日吉地区にゆかりのある太田道灌にちなんだご当地キャ
ラの「どうかんクン」が様々なイベントで活発に出没して
います。
お買い物・お食事はぜひ、地元の商店会をご利用ください！

日吉商店街連合会　住所　幸区南加瀬 1-7-17　
日吉合同庁舎内事務局　電話 599-1121

会 員 紹 介会 員 紹 介会 員 紹 介
日吉商店街連合会

幸区老人クラブ連合会

　地元である市立看護短大の学生がコロナの影響で生活に困っていた際には、
食料や日用品の支援を行うなど地域に根ざした活動も多く行っています。
　毎年、春と秋には夢見ヶ崎動物公園にてキッチンカーが、飲食提供等を行う
「ゆめみ “車 ” マルシェ」も実施しています。

 電話 555-5469（佐藤）



（8）令和4年３月1日

　令和 4年 1月 17日のゆうちょ銀行の料金新設・改定に伴い、川崎市内社会福祉協議会でのボランテ
ィア活動保険の支払手続き方法が変更となりました。

助成対象 助成金の使途

配布方法

申請方法

申込締切

変更日時

変更内容

問合せ

１年間無償（更新可）

申込・問合せ

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）

（※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。

令和 4年 3月 5日（土）必着　申請書類は窓口にて配布しています。
※申込み多数の場合、抽選となります。

令和 4年 1月 17日から

保険料の取扱が【社会福祉協議会窓口でのお支払い】となりました
※川崎市外については、それぞれの社会福祉協議会の取扱方法をご確認ください。
※変更はボランティア活動保険のみとなります。その他の取扱について変更はございません。
幸区社会福祉協議会 地域課  電話 556-5500　FAX 556-5577

※数に限りがあります

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

＜令和３年度　助成実績＞
健やかリハビリ会／認定NPOくるみ未来／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／傾聴ボランティアさいわい／手話サークル太陽の会／ちえままさろん
夢見ヶ崎プレーパークをつくる会／幸区食生活改善推進員連絡協議会／エーデル YS.Com

　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
プおよび団体。
(1) 地域福祉の推進・普及を目的としている
(2) 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

(3) 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

(1) 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）　
(2) 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）

窓口にて申請書類を配布

所定の申請書に必要事項を記入し、関係書類を添えて提出
申請締切 持参または郵送で、令和 4年 4月 15日（金）必着
問合せ 幸区社会福祉協議会 地域課　電話 556-5500

寄附者報告

令和３年11月1日～令和４年１月31日

敬称略

■寄附金 ■寄託品　
田中 とみ子、白井 勇、杉野丘子、佐藤 満男
ケアビレッジ小倉、とりかえるこれいるか

東芝プラントシステム株式会社
第二ひかり幼稚園
日吉商店街連合会
若宮八幡宮

グループ・団体活動助成のご案内

福祉パル１階 ボランティアコーナーのロッカーを貸出します

ボランティア活動保険 保険料支払手続きの変更について


