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○第1面　福祉大会	 ○第 2面　賛助会員募集
○第3面　地区社協より	 ○第 4面　宮前区社協掲示板

～手をとりあって明るいしあわせな社会を～

主　催：川崎市宮前区社会福祉協議会	 協　力：障害者作業所連絡会
問合せ：TEL		044-856-5500／ FAX		044-852-4955

◆開会・式典� （午後1時00分～　大会議室）
宮前区の社会福祉に功労のあった方々へ表彰を行な
います。

◆落語講演� （午後1時50分～　大会議室）
初音家　左橋氏による落語でお楽しみいただきます。

平成26年3月4日（火）�
午後1時～午後4時

開催日時

川崎市宮前市民館
大会議室

開催場所

●障害者グループの活動紹介、
　セラピードッグとのふれあいコーナー
　（午後1時00分～　市民館前大広場）
障害者作業所連絡会による活動紹介及び作品販売を
行ないます。

●子育て応援イベント
　（午後3時10分～16時00分　大会議室）
バルーンアートショー

◎プロフィール
初音家　左橋（はつねや　さきょう）
1956 年、川崎市生まれ。（社）
落語協会所属
1979年、10代目金原亭馬生に
入門、金原亭小駒となる。
1995年 3月、初音家左橋で真
打昇進。古典落語で寄席を拠点
に活動し、池袋演芸場にて独演
会を年3回開催。
また、落語だけではなく、全国
で＜笑いと健康＞、＜笑う門に
は商売繁盛＞などのテーマで講
演のほか、動物ものまね、南京
玉すだれ、獅子舞、日本舞踊
等の特技もある。

入場無料
先着180名
※事前のお

申し込み

は不要です

第12回宮前区社会福祉大会



賛 助 会 員を募 集します  平成26年 3月1日～4月30日

地域には介護や介助を必要とする方、介護や子育
ての不安を抱える方など、何らかの支援を必要とし
ている人たちがいます。様々な生活課題を抱えた人
たちがいることをお互いに理解し、地域の中で孤立
することなく、誰もが住み慣れた土地で安心して生
活できるためには、身近なささえあいが必要です。
社会福祉協議会では、このような地域の課題を解

決するために事業を展開しています。そこで、社会
福祉協議会の趣旨、事業にご賛同頂き、地域の福祉
活動を資金の面で支援いただく方を「賛助会員」とい
います。宮前区では毎年、3月から4月にかけて賛助
会員を募集しています。
集まった会費の約5割は集められた地区社会福祉

協議会へ配分し、地区社会福祉
協議会の活動に活用されています。
宮前区社会福祉協議会では、

次のような事業に活用されてい
ます。

①		賛助会費を財源とした宮前区内7地区社協への資
金面での支援

②	ボランティア活動振興事業
	 	ボランティアに関する相談、情報誌の発行、ホー
ムページの運営、交流会の開催など

③	福祉やボランティアに関わる講座の開催
	 福祉に関する普及啓発講座の開催
④	移送サービス事業
	 	外出困難な高齢者や障害のある方を対象に福祉車
両による送迎

⑤	在宅福祉活動の推進
	 ひとりぐらし高齢者会食会、ミニデイへの協力
⑥	福祉教育の推進
	 	区内小中学校への協力、講師紹介、高齢者疑似体
験セットの貸出

⑦	子育て支援事業
	 	子育て支援に関する講座開催、子育てフェスタ内
での動物ふれあいコーナーを開催

⑧	社会福祉大会・区民の集いの開催
⑨	広報誌｢みやまえの福祉｣の発行
⑩	年末たすけあい見舞金の配布　など

■ 賛助会費の地区社協での活用について

地域の皆様から集められた賛助会費は、宮前区の
7つの地区社会福祉協議会では、次のように活用さ
れています。
宮前第1地区では、「ふ

4

つうのく
4

らしのし
4

あわせ」を
スローガンに、ひとりぐらし高齢者会食会、児童・青
少年を対象とした読み聞かせ、虹色の音楽会、福祉
まつりの開催の他、広報誌の発行、ちょこっとベン
チの設置に活用しています。

宮前第2地区では、ひとりぐらし高齢者会食会、
児童を対象に各種体験教室の開催、広報誌の発行、
各種団体への助成、地域のイベントに車いす体験・
高齢者疑似体験を実施することに活用しています。
宮前第3地区では、ひとりぐらし高齢者会食会、

児童を対象にしたお芋ほり、宮崎小学校にお花を植え、
各種団体への助成、広報誌の発行に活用しています。
宮前中央地区では、東日本大震災被災者支援、ひ

とりぐらし高齢者会食会、親子リトミック教室の開催、
各種団体への助成、広報誌の発行に活用しています。
有馬鷺沼地区では、ひとりぐらし高齢者会食会、

親子を対象にしたジャガイモ掘り、小学生を対象に
車いす体験、高齢者疑似体験、各種団体への助成、
広報誌の発行に活用しています。
東有馬地区では、ひとりぐらし高齢者会食会、ミ

ニデイ東有馬の開催、地域のイベントに参加し、福
祉体験学習の実施、各種団体への助成、広報誌の発
行に活用しています。
向丘地区では、ひとりぐらし高齢者会食会、虚弱

高齢者を対象としたミニデイ、子育てサロン、障が
い者レクリエーションの実施、広報誌の発行に活用
しています。
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各地区社協よりイベント等のおしらせ
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宮前第1地区
●第17回福祉まつり
日時：3月23日（日）　10：00～14：00
会場：野川小学校（体育館・校庭）
内容：	バザー、福祉コーナー、野菜・花の産直コーナー、

模擬店コーナー、楽しいアトラクション、賛助
会員のための大抽選会（賞品多数）

※	野川町内会による防災コーナーが設けられ、起震時、
火災時の煙体験ができます。奮ってご参加ください。

宮前第2地区
●横浜ウォーキング
日時：3月8日（土）
　　　宮前平駅8：30集合／17：00頃解散
場所：横浜みなとみらい21方面
内容：		カップヌードルミュージアム・三菱みなとみら

い技術館・原鉄道模型博物館を見学
参加者：		土橋・神木・けやき平在住の小学生（高学年）、

中学生
参加費：		300円（当日徴収）
持ち物：		交通費（子供往復450円）、お弁当、飲み物、

ビニールシート、雨具
申込期間：2月10日から2月28日
申込先：		ファックスで下記あて申込
土橋1、5、6、7丁目在住者
＜大久保透　☎	877－2821／FAX	888－1777＞
土橋2、3、4丁目在住者
＜江木幸代　☎／FAX	855－7381＞
神木・けやき平在住者
＜山本良子　☎／FAX	888－6237＞

●土橋カフェ
日時：		2月5日（水）、3月5日（水）
　　　（以降毎月第一水曜日）13：30～16：30
場所：土橋町内会館にて開催します。
内容：		本格コーヒー、紅茶、抹茶などお菓子付で料金

100円、認知症関連を主とした30分程度の談
話、ビデオ放映、お楽しみイベント等があります。
認知症専門医、区役所地域保険福祉課、レスト
ア川崎包括支援センターなどとの相談もその場
で可能です。どなたでも参加できます！

宮前中央地区
●小学館アカデミーみやまえだいら保育園
2月誕生会　2月27日（木）　10：00～11：00
3月誕生会　3月27日（木）　10：00～11：00
お誕生月のお友達、保育園（就学前）のお誕生会に参加
しませんか。園児さんといっしょにお祝いしましょう。
＜お申込は☎862-8615　担当：小山まで＞

●親子リトミック
日時：3月6日（木）　10：00～11：30
会場：宮崎こども文化センター
対象：	宮崎・宮前平地域にお住まいの1～4歳のお子

さんと保護者（20組）
申込方法：	2月3日よりお電話にて申込み開始	

定員になり次第締め切り
申込・問合せ先：	宮前中央地区社協　事務局
＜☎856－5500＞

東有馬地区
●富士見プラザ音楽祭　
日時：2月12日（水）　10：00～12：00（開場9：45）
会場：アリーノ（有馬・野川生涯学習施設）
問合先：富士見プラザ地域包括支援センター
＜☎751－2252＞

向丘地区
●第31回福祉バザー
日時：2月23日（日）　9：00～12：00
会場：向丘出張所
内容：	野菜や日用品等の販売、つきたてのあん・から

み餅の販売など。
向丘地区の活動紹介パネルの展示もあります。
お誘いあわせの上、おこしください。
バザーの収益は、地区社協で実施している高齢者ふれ
あい会食会、ミニディサービスなどの財源となってい
ます。
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宮前区社協掲示板

賛助会員 2,875件
賛助会費 4,838,000円

平成25年度賛助会員募集事業

平成25年3月から実施している賛助会員
募集事業について、平成25年12月31日
現在の実績をお伝えします。

区社会福祉協議会、地区社会福祉協議会
の事業のため、有効に使います。ありが
とうございます。

共同募金運動・年末たすけあい運動
ありがとうございました

10月1日から12月31日まで、赤い羽根共同募金運
動、12月1日から12月31日まで、年末たすけあい
運動を実施してきました。途中経過をお伝えします。

平成25年12月31日現在

共同募金実績額
� １２,３７５,６１２円

年末たすけあい実績額
� 7,636,198円

ボランティア交流会
～地域の居場所づくりを考える～

寄付お礼
区社会福祉協議会の
事業のため、有効に
使います。ありがと
うございました。

たちばな経済研修会様・清水マリ子後援会様・泉福
寺我楽多市実行委員会様・Letʼs国際ボランティア
交流会様・松緑神道大和山宮前支部様・すみれ会様・
浮岳堯仁様� 平成25年8月1日～12月31日

日時：３月１日（土）13：30～
会場：福祉パルみやまえ
ボランティア同士の交流
や多様なボランティア活
動を知ることでネットワークを広
げてみませんか？
申し込み先　856-5500まで

先着35名
無料

避難者支援活動　箱根バスハイクの報告
東日本大震災により宮前区内へ避難してきている方々
の支援を行っている「ようこそ宮前区へ実行委員会」
では、去る12月6日に箱根バスハイクに行ってきました。
当日は、避難者の方々と民生委員等スタッフのあわせ
て34名が参加しました。
お天気にも恵まれ、ロープウェイやバスの車窓から富士
山がとてもきれいに見えました。おいしい食事と温泉に
癒され、身も心もぽかぽかになって帰ってきました！！

申し込み受付中！




