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  ①住民主体による買い物支援サービスについて 

   かながわ福祉移動サービスネットワーク 

   理事長 清水 弘子 氏 

  ②話を聴くことの心構え 

   傾聴ボランティア宮前ふれあいの会 

   松岡 雪子 氏 

  ③基礎的な接遇技術及び介助技術に関する 

   講義・演習 
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 【発行／お問い合わせ】 
 川崎市宮前区社会福祉協議会 
 ボランティア活動振興センター 
 〒216-0033宮前区宮崎2-6-10 
 宮崎台ガーデンオフィス4階 
 ☎044-856-5500/FAX044-852-4955 
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Ｎｏ.１１０     
 

 メインキャラクターは、宮前区の特産物

である宮前メロンから生まれた宮太郎で

す。 

 野川の川から流れてきた宮太郎は、宮前

地域を冒険する中で、うま（馬絹・有馬・

東有馬）とさぎ（鷺沼）に出会いました。 

 その後、向丘地域に足をのばそうと、土

橋を渡った先でいぬ（犬蔵）と出会い、宮

太郎は３匹の仲間に恵まれました。 

うま 

いぬ 

さぎ 

 宮前区社会福祉協議会では、宮前区内にお住いの高齢者や障がい者、子育て世帯等で山坂が多く、重い物が運

べない等、日常の買い物に困っている方々をサポートする乗合のお買い物車両の運行を予定しています。そこで、ご

活躍いただくのが添乗ボランティアです！ 

 利用者さんと一緒に車両に添乗し、乗降のお手伝いや車いす介助、車内でのお話相手等をしていただきます。 

日 時：平成29年３月１７日（金） 

     午後１時半～４時 

会 場：福祉パルみやまえ研修室 

対 象：宮前区内でのボランティア活動をご希望の方 

定 員：３０名 

申込期間：平成２９年２月１７日（金）～３月１３日（月） 

申込方法：電話またはFAXにお申し込みください。 

ぼくたちがこれ
から皆さんのボ
ランティア活動
をサポートさせ
ていただきます。 

宮太郎です。 

◆お問い合せ◆ 社会福祉法人 川崎市宮前区社会福祉協議会 地域課 

        電話 ０４４－８５６－５５００  FAX ０４４－８５２－４９５5 



 ボランティア保険の加入手続きは、宮前区社会福祉協議会（福祉パルみやまえ）窓口にて受付ておりますので、 

もしもの時に備え、安心してボランティア活動に取り組むためにもご加入をおススメします！ 

※保険の詳細につきましては本会ホームページでも情報提供を行っています。 
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Aプラン Ｂプラン 

基本タイプ 350円 510円 

天災タイプ 
（基本タイプ+地震・ 
噴火・津波） 

450円 710円 

Aプラン 
（宿泊なし） 

Bプラン 
（宿泊あり） 

Cプラン 
（宿泊なし） 

A1  28円 1泊2日 239円 
1日：28円 

（最低料金：560円） 

A2 126円 2泊3日 293円 ◆A1との違い◆ 
 ①往復途上の補償：無 
 ②名簿の添付   ：無 A3 248円 3泊4日 298円 

ボランティア活動保険 

 国内でのボランティア活動中に、外来の事故によりケ

ガをされた場合の「傷害保険」と第３者の身体または財

物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合の「賠

償責任保険」をセットにした保険です。 

 補償期間は、加入受付翌日から翌年の3月31日までと

なっており、年度ごとに更新手続きが必要となります。 

 

ボランティア行事保険 

 国内で行われる地域福祉活動やボランティア活動の一

環として行われる各種行事の参加者のケガや対人事故及

び対物事故による主催者の損害賠償責任を補償します。 

 補償期間は、行事開催日中となり、行事期間中の延べ

参加者数でご加入ください。 

 福祉 宮前 検索 

◆賛助会費◆ 一口 1,000円 

◇募集方法◇  

   地区社協、町会・自治会、民生委員等賛助会 

 協力員がご自宅までご依頼にお伺いします。 

   また、福祉パルみやまえの窓口でもお申込み 

 いただけます。 

◆お問い合わせ◆   

 川崎市宮前区社会福祉協議会 地域課    

 ☎044-856-5500 

より身近な地域で活動する地区社協の事業にも活用されています 

宮前区社協では賛助会費をボランティア振興事業や移送サービスに

役立てています。 

福祉有償運送及びセダン等 
運転者養成講習の様子 

傾聴ボランティア入門講座 
の様子 

おしゃべりカフェの様子 さつまいも掘りの様子 

賛助会費とは？ 

   社会福祉協議会の趣旨、事業にご賛同 

  いただき、地域の福祉活動を支援していた 

  だく協力者の皆様を賛助会員と言います。 

 安心して暮らせる福祉のまちづくりをより

積極的に進めていくために地域福祉活動を資

金面から支えてくださる賛助会員を募集いた

します。 

 宮前区の皆さまにご協力いただく賛助会費

は宮前区社会福祉協議会が取り組む様々な事

業に活用させていただいている他、区内7 地

区社会福祉協議会が行う活動の重要な財源と

なっており、皆様のより身近なところで地域

福祉の充実に活かさせていただいております。 

 １ 人でも多くの皆様方に活動の趣旨をご理

解いただき、ご支援ご協力を賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

保険金額・保険料が 
改訂されました 

新プランCが 
新設されました 



 個人宅での、引っ越しのお手伝いや草むしり、

お話し相手、ゲーム（オセロ・将棋等）のお相

手、外出の付き添い、朗読、保育 などがあります。 

  ボランティアをきっかけに地域との新たな繋がりや交

流を持ってみませんか？ 

  

◆活動をご希望の方◆ 
  ①本センターにご相談いただき、活動内容や活 

     動場所のご希望をお伺いします。 

  ②ご希望に応じて活動先の紹介を行います。 

    ※すぐに活動先をご紹介できない場合には、ボ 

       ランティア登録をしていただき、継続的に活 

       動先の紹介を行っていきます。 

  ※グループでの登録もお待ちしています。   

  お持ちいただいた使用済み切手は、本会から収集団

体に送られ、コレクターによって買い取られます。その

換金されたお金は世界の医療の充実や郵便事業等に

役立てられます。 

  封筒・はがきについたままのものを切らずに本会まで

お持ちください。 

※個人情報の処理については、本会にて適切に取り扱

います。 
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②一芸ボランティアさんを募集しています。 

③ちょこっとボランティアさんを募集しています！ 

 福祉関係施設のイベントや日々の活動の中で、歌や

踊りなどの特技を披露してくれる方や、書道や体操、折

り紙等の手芸を指導・補助してくれるような方を募集し

ています。 

あなたの趣味や特技をいかしてボランティアしません

か？  

定例会は毎月第 2 土曜日、午後２時から福祉パルみやまえ研修室にて開催しております 

 連絡会は、宮前区内を拠点とし活動をしているボランティアや当事者グループ・個人が集い組織化された

団体で、月１回、定例会を開催しています。定例会は、毎回、担当となった方の活動体験・状況等のお話か

ら話が膨らみ、「知らなかった」ことを共に学び合い、時には真剣に当事者のニーズに向き合いながら、宮

前区内の福祉の充実に向け、和気あいあいとした雰囲気のもと、積極的な話し合いが進められています 

また、全体の取り組みとしては、９月に講演会を主催し、地域の様々な方・団体との交流図ることで、宮前

の福祉について語れる場つくりを企画したり、１１月に開催される宮前区社会福祉大会に参加協力し、啓

発活動を積極的に行うことで、ボランティア活動の発展と社会福祉の向上に努めています。 

 今後はもっと多くのお仲間を呼び込み、会員同士の情報交換をさらに活発に行うとともに、楽しく交流を

図っていきたいと思っていますので、ぜひ新しい風を吹かせに連絡会に参加してください。 

  

◆お問い合わせ◆  

宮前区社会福祉協議会 
ボランティア活動振興センター  
TEL：044－856-5500  FAX：044-852-4955 

E-mail：info@miyamae-shakyo.or.jp 

 
 福祉 宮前 検索 

④区民ライターを募集しています。 

 本会発行の「ボランティア活動情報」に掲載する区内

のボランティア・ボランティア団体等の活動紹介コー

ナーを担当していただき、活動の取材や記事の執筆を

してくださるボランティアを募集しています。 

 これまでの経験や市民ライター養成講座等を受講し、

活動の場を探していらっしゃる方、ぜひご連絡ください。 

  

①使用済み切手を集めています！ 

mailto:info@miyamae-shakyo.or.jp
mailto:info@miyamae-shakyo.or.jp
mailto:info@miyamae-shakyo.or.jp


１ 趣味の援助 高 齢 

NPO法人 ひろばじこん 
T E L ：０９０-１２０１-１２８３ 
担当：岡 壯知 

２ レクリエーション 高 齢 

ツクイ・サンシャイン川崎宮前 
T E L ：０４４-７４０－６５６０ 
担当：持田・髙橋 

（内 容）   歌や踊り、演奏、手品、落語などの披露     

      

（活動日）     月～日曜日で応相談 

 

（時 間）   14時～15時（1時間程度）    

（場 所）   施設内（野川517） 

（募集人数） 10名程度 

（交通費等） 交通費：あり   昼食代：なし 

（備 考）   食堂として使用している大広間がありパフォーマン 

         スの舞台として広く活用可能です。 

（内 容）   いきいき健康マージャンのお相手等お手伝い 
         をお願いいたします。 

（活動日）     ①毎週火曜日 ②毎週木曜日 
         ※月１回からでもご都合に応じてご協力ください 

（時 間）   ①②10時～15時           

（場 所）    ①鷺沼会館（鷺沼1-18-1）②宮崎台（宮崎1-10） 

（募集人数） 4人程度 

（交通費等） 交通費：あり   昼食代：なし 

（備 考）   「賭けない・飲まない・吸わない」が原則。 

         

◆ボランティア募集◆ 
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心筆箋法のメンタルケアとは 

 介護や育児、新しい環境での孤立や不安など心に抱えた辛い 

思いを専用の用紙に書き出していただき、そこからカウンセリング

を行います。 

 
  

を使った 交流会 
参加者募集 

日  時  ：毎月第2・第3・第4火曜日  11:00～16:00     
場  所  ： 鷺沼パレス406号（鷺沼1-11-14） 

内  容  ： 一人で悩まないための心筆箋を使った交流会による 

                     メンタルケア 

対  象 ： どなたでも参加可能     定  員 ： 10名  

主  催 ： さえずりの会 

お問い合わせ・申込 ： さえずりの会（山下 みゆき） 
         TEL ：080-6534-3739 
         E-mail：myumyuthunder@ezweb.ne.jp 

※毎月第2・3・4金曜日10時～4時まで笑顔で健康体操 
  も開催しておりますので、ぜひご参加ください。 

 在宅で介護をしていて、悩みを相談できる人が身近にいなくて

困ったり、ご苦労を感じていらっしゃいませんか？ 

 介護中の方、豊富な介護経験者の方と同じ立場の悩みを理解し

あえる仲間同士、気を使うこともありません。 

 お気軽にご参加ください。 

  
日  時 ：奇数月第3水曜日 午後1時～3時 

      （5/17・7/19・9/20・11/15・1/17・3/14） 
場  所 ：福祉パルみやまえ4階 研修室 

内  容 ：介護者同士の交流を通じたリフレッシュ事業や情報交換 

      研修など 

申  込 ：不要。当日直接会場へお越しください。 

費  用 ：100円 

お問い合わせ ： 宮前区社会福祉協議会 地域課 

            TEL 044-256-5500／FAX  044-852-4955 

新規 趣味の援助 高 齢 

介護老人保健施設 プラチナ・ヴィラ宮前 
T E L ：０４４－７５３－５５３０ 
担当：関根・竹原 

（内 容）   将棋・囲碁のお相手や体操・脳トレ・手工芸・歌等 
         利用者さんのサポート 

（活動日）     月～土曜日の中で応相談 
         
（時 間）   10時～12時または13時30分～15時30分           

（場 所）    施設内デイケア（野川1430-1） 

（募集人数） 5人程度 

（交通費等） 交通費：なし   昼食代：なし 

（備 考）   短時間でも大丈夫ですので、お気軽にお問い合 

         わせください。 

         

新規 趣味の援助 高 齢 

福寿かわさき宮前 
T E L ：０４４－８７０－５５８７ 
担当：吉田 麻美 

（内 容）   おりがみや切り絵などを利用者さんと一緒に行っ 
         ていただきます。 

（活動日）     月～日曜日の中で応相談 
          

（時 間）   9時～16時の間で1時間程度（応相談）         

（場 所）    施設内（神木本町2-4-13-8） 

（募集人数） 2人 

（交通費等） 交通費：応相談  昼食代：なし 

（備 考）    

         

ご案内 

mailto:myumyuthunder@ezweb.ne.jp


５ 傾聴ボランティア 高 齢 

ふれあいサロン・さつか 
T E L ：０４４-８７７－６２３８ 
担当：西村 

６ 保育補助・見守り 児童 

川崎西部地域療育センター 
T E L ：０４４－８６５－２９０５ 
担当：姫野・岩村 

７ 保育補助・見守り 児童 

赤ちゃん広場カンガルー宮前 子育てネットワーク 
T E L ：０４４－８５６－５５００ 
担当：宮前区社会福祉協議会 

８ 保育補助・見守り 児童 

児童館型地域子育て支援センターみやざき 
T E L ：０７０－５０２４－８５２５ 
担当：久保 浩子 

４ レクリエーション 高 齢 

デイサービス リ・ケア東有馬 
T E L ：０４４-８６０-６６２２ 
担当：甲斐・東 

（内 容）   当センターへ一緒に来る兄弟の遊び相手や 

         食事介助などの保育 

（活動日）     月～金曜日の中で応相談 

 

（時 間）   10時～14時または14時～15時45分 

（場 所）   施設内保育室（平2-6-1） 

（募集人数） 女性4～5名 

（交通費等） 交通費あり   昼食代：なし 

（備 考）    事前に当施設にて30分程度のオリエンテーション 

         があります。  

（内 容）   赤ちゃんのお相手など 

 

（活動日）  下記備考参照 

 

（時 間）   10時～12時       

（場 所）   宮前区役所ほか ※下記（備考）参照 

（募集人数） 不問 

（交通費等） 交通費：なし   昼食代：なし 

（備 考）   ①宮前区役所：第2火   ②宮崎こ文：第2金 

                   ③宮前平こ文：第4月  ④平こ文：第1木 

         ⑤有馬こ文：第2水    ⑥利家庵野川：第1火 

 

（内 容）   地域子育て支援センターでお子さんのお相 

         手や受付等のお手伝い 

（活動日）     火曜日・水曜日・木曜日 

 

（時 間）   9時30分～13時         

（場 所）   宮崎こども文化センター2F幼児ルーム（宮崎1-7） 

（募集人数） 1～2名 

（交通費等） 交通費：応相談   昼食代：なし 

（備 考）   子ども文化センターの一室で開催している小さな子 

           育て支援センターです。子育て中の親子に触れ合い 

                     ながらボランティアしてみませんか？ 

（内 容）   踊り・歌・楽器演奏やパフォーマンスの披露  

  

（活動日）     月～土曜日の中で応相談 

 

（時 間）   14時～15時    

（場 所）   施設内（東有馬5-22-3） 

（募集人数） 2～3名 

（交通費等） 交通費：なし   昼食代：なし 

（備 考）   お気軽にお問い合わせください。 

（内 容）   高齢者の方とふれ合いながら傾聴をしていただき 

         ます。 

（活動日）     毎週木曜日 

         

（時 間）   10時30分～14時           

（場 所）   宮前区平（西村宅） 

（募集人数） 1～2名 

（交通費等） 交通費：半額支給   昼食代：なし 

（備 考）   来年度から月３回になります。 
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３ 作業補助 高 齢 

社会福祉法人 寿楽園 
T E L ：０４４-７５４－１７５１ 
担当：松竹・山口 

（内 容）   クラブ（園芸・製作・コーラス）に一緒に参加し、楽しみな 

         がら利用者さんのサポートをしていただきます。 

（活動日）     木曜日 

 

（時 間）       9時30分～11時30分または13時30分～15時         

（場 所）   施設内（野川3134-5） 

（募集人数） 2名 

（交通費等） 交通費：応相談  昼食代：なし 

（備 考）   1日のみ短時間でもOKです。未経験の方もお気軽 

        にご連絡ください。お待ちしております。 



１１ 学習ボランティア 児童 

公益財団法人かわさき市民活動センター 
T E L ：０４４-４３０-５６３２ 
担当：真部 

１４ 余暇活動のお手伝い 障がい 

障害者支援施設川崎市 れいんぼう川崎 
T E L ：０４４-８８８-８６５７ 
担当：田口・一之瀬・小屋 

１３ 外出の付き添い 障がい 

障害者支援施設川崎市 れいんぼう川崎 
T E L ：０４４-８８８-８６５７ 
担当：田口・一之瀬・小屋 

１２ 遊び相手 児童 

公益財団法人かわさき市民活動センター 
T E L ：０４４-４３０-５６３２ 
担当：真部 

９ 保育補助・見守り 児童 

児童館型子育て支援センターたいら 
T E L ：０７０－５０８９-２０５１ 
担当：大田 

（内 容）   わくわくプラザ利用児童に、自学・自習の支援を  

         行い、自ら進んで学べるよう環境づくり 

（活動日）    ①月～金曜日の中で応相談 ②土曜日 

 

（時 間）   ①17時～18時 ②9時30分～10時30分 

（場 所）   区内こども文化センター及びわくわくプラザ 

（募集人数） ２名 

（交通費等） 交通費：実費弁償（1,000円まで） 昼食代：なし 

（備 考）   教員免許取得者や教員を目指している学生を 

                   募集しています。    

（内 容）   カラオケのお手伝いやオセロ、将棋、囲碁の 

         お相手 

（活動日）   第1・2・4日曜日 

     

（時 間）   14時～15時30分    ※1.5時間程度 

（場 所）   施設内（東有馬5-8-10） 

（募集人数） 1名 

（交通費等） 交通費：なし   昼食代：なし 

（備 考）   月１回からでも随時募集しています。 

（内 容）   ①身体障がいをお持ちの利用者さん個人の外 

         出の付き添い・②公車外出の付き添い 

（活動日）     ①応相談 ②日曜日 

 

（時 間）   応相談 

（場 所）   ①②川崎・横浜・東京都内 

（募集人数） ①1名 ②2名 

（交通費等） 交通費：なし   昼食代：なし 

（備 考）   随時募集しています。 

（内 容）   子どもの遊び相手及び見守り、行事の手伝い 

   

（活動日）     月～金曜日の中で応相談 

 

（時 間）   開館時間の中で応相談  

（場 所）    区内こども文化センター及びわくわくプラザ 

（募集人数） 2名 

（交通費等） 交通費：なし   昼食代：なし 

（備 考）     

（内 容）   地域子育て支援センターでお子さんのお相 

         手や受付等のお手伝い 

（活動日）     月・火・金曜日 

 

（時 間）    9時30分～13時     

（場 所）   平こども文化センター2F幼児ルーム（平2-13-1） 

（募集人数）  1～2名 

（交通費等） 交通費：応相談   昼食代：なし 

（備 考）   子ども文化センターの一室で開催している小さな子 

          育て支援センターです。子育て中の親子に触れ合い 

                      ながらボランティアしてみませんか？ 
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１０ 保育補助・見守り 児童 

児童館型子育て支援センターのがわ 
T E L ：０７０－５０２０－６４５８ 
担当：花光（はなみつ） 

（内 容）   地域子育て支援センターでお子さんのお相 

         手や受付等のお手伝い 

（活動日）     月・水・金曜日 

 

（時 間）   9時30分～13時        

（場 所）   野川こども文化センター2F創作室（野川3182-1） 

（募集人数） 1～2名 

（交通費等） 交通費：応相談   昼食代：なし 

（備 考）    子ども文化センターの一室で開催している小さな子 

           育て支援センターです。子育て中の親子に触れ合い 

                     ながらボランティアしてみませんか？ 



２０ 作業補助 障がい 

地域活動支援センター 宮前ふれあいの家 
T E L ：０４４-８６５-８２２９ 
担当：宮木 智子 

（内 容）   チョークの紙巻、部品の組立て、ぱどのチラ 

         シ入れ等の下請け作業のお手伝い 

（活動日）   月～金曜日の中で応相談     

 

（時 間）   9時30分～15時30分の中で応相談  

（場 所）   宮前ふれあいの家（東有馬1-2-26ｺｰﾎﾟ清樹Ⅲ） 

（募集人数） 3名 

（交通費等） 交通費：実費支払  昼食代：給食提供 ※謝礼あり 

（備 考）  まずはお気軽にお電話ください。 

１７ 作業補助 障がい 

障害者福祉サービス事業所 しらはた 
T E L ：０４４-９７８-５０１３ 
担当：加藤・吉澤 

１８ 外出の付き添い 障がい 

社会福祉法人 みのり会 セルプ宮前こばと 
T E L ：０４４-８５５－９４５５ 
担当：井藤・長田 

１９ 作業補助 障がい 

社会福祉法人アピエ 宮前ハンズ 
T E L ：０４４-７８９－９９１６ 
担当：伊丹 

１５ 作業補助 障がい 

障害者福祉サービス事業所 長尾けやきの里 
T E L ：０４４-８５６-６８１１ 
担当：落合・武田・花島 

（内 容）   障がいのある方と一緒にシュレッダーやポスティン 

         グ、チラシ織・挟み込み等の作業 

（活動日）     月～金曜日の中で応相談 

 

（時 間）   10時～16時の間で応相談  

（場 所）   施設内（白幡1-8-1） 

（募集人数） ５名 

（交通費等） 交通費：なし   昼食代：応相談（1日活動の場合） 

（備 考）   織物製品の加工も行っているので手芸が得意な 

         方、ご連絡ください。 

（内 容）   利用者さんとの散歩やポスティング等の付添 

          

（活動日）     月～金曜日の中で応相談 

 

（時 間）   9時～16時  ※午前中のみ・午後のみでもＯＫ 

（場 所）   施設内（宮前平1-8-12） 

（募集人数） ２～３名 

（交通費等） 交通費：なし   昼食代：なし 

（備 考）   チラシ等の作業補助や編み物をして下さるボ 

         ランティアさんも募集しています。 

 

（内 容）   自動車部品の袋詰めや、チラシの封入などの内 

         職作業のお手伝い。 

（活動日）   月～金曜日の中で応相談   

   

（時 間）   10時～15時の中で応相談  ※1.5時間程度 

（場 所）   宮前ハンズ（宮前区有馬3-14-19）等 

（募集人数） 1～2名 

（交通費等） 交通費：420円まで  昼食代：なし 

（備 考）    まずはお電話にてお問い合わせください。 

 

（内 容）   障がいのある方々との地域清掃・資源回収・簡易 

         作業・袋物などの裁縫 

（活動日）     月～金曜日または奇数月の第3土曜日 

 

（時 間）   9時45分～15時40分  ※半日可 

（場 所）   施設内（神木本町2-15-6） 

（募集人数） 2名 

（交通費等） 交通費：なし  昼食代：給食提供（1日の活動の場合） 

（備 考）   お気軽にお問い合わせください。  
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１６ 技能提供 障がい 

障害福祉サービス事業 いぬくら 
T E L ：０４４-９７６-６９５５ 
担当：鈴木・大塚 

（内 容）   演奏や歌、ダンスの披露など、利用者さんと一緒 

         に楽しんで活動して下さる方、大募集です。 

（活動日）     月～金曜日の中で応相談 

 

（時 間）   10時30分～14時30分の間で応相談           

（場 所）   施設内（犬蔵3-13-15） 

（募集人数） 2～3名 

（交通費等） 交通費：なし   昼食代：1日の場合負担480円 

（備 考）   利用者さんと作業（ビーズ製作等）やレクを一緒 

         に楽しんで下さる方も募集中です。   



一緒にパソコンを楽しみましょう 障がい 

連絡先 

PCサポート（宮前キーボードの会） 

TEL：０４４-８５６-５５００ 

担当者：宮前区社会福祉協議会 

一緒に朗読語りの達人になりま

せんか 

連絡先 

朗読語りの会 

TEL：０９０-５５４２-１１４０ 

担当者：伊勢 さつき 

皆で料理を作って食べて楽しい

時間を過ごしましょう 

障がい

高齢者 

連絡先 

やすらぎの会 

TEL：０４４-７６６-８２６６ 

担当者：西本 薫子 

精神障がいに関心をお持ちの方

一緒に活動しませんか 

精神保健

福 祉 

連絡先 

ボランタス花の木会 

TEL：０４４-８５６-５５００ 

担当者：宮前区社会福祉協議会 

お話し相手（傾聴）の仲間を募

集しています 

障がい

高齢者 

連絡先 

傾聴ボランティア宮前ふれあいの会 

TEL：０４４-８５６-５５００ 

担当者：宮前区社会福祉協議会 

親子でいろいろな体験をしてみ

ませんか？ 
児  童 

連絡先 

かいじゅうワールド 

TEL：０４４-８５６-５５００ 

担当者：宮前区社会福祉協議会 

お母さん同士で悩みを共有しま

せんか 
親 の 会 

連絡先 

１ｓｔサポーターズ 

TEL：０４４-８５６-５５００ 

担当者：宮前区社会福祉協議会 

手話に興味のある方どうぞ 学 習 会 

連絡先 

手話サークル手の輪の会 

TEL：０４４-８５６-５５００ 

担当者：宮前区社会福祉協議会 

カフェの運営等を一緒にやりま

しょう 

障 が い

高  齢 

連絡先 

21会 

TEL：０４４-８５６-５５００ 

担当者：宮前区社会福祉協議会 

（活 動）  発達障がい児のサポート方法 

       を考えたり、お母さん同士の情 

       報交換やピアサポートの場とな 

       る「サポーターズミーティング」 

       を行っています。 

（定例会）   ３／２１・４／１８  

        １０時３０分～１４時３０分 

       福祉パルみやまえ研修室  

（会 費）  参加費として１００円 

（備 考）✉1st.shien.miyamae@gmail. 
                    com 

（活 動）   月1回のカフェの運営をはじめ、 

       福祉施設での活動支援等、幅広 

       く活動しています。 

 

 

（定例会）    ３／１８・４／１・１７ 

         いずれも１３時３０分～ 

        福祉パルみやまえ研修室  

（会 費）  年間１，０００円 

（備 考）  随時親睦会を行っています。 

（活 動）  傾聴ボランティアの活動を主 

        に宮前・高津区内の老人ホー 

                     ム・ 個人宅・障がい者施設等 

       にて行っています。 

（定例会）    毎月第４水曜日  

       １０時～１２時    

        福祉パルみやまえ研修室  

（会 費）   年間６００円 

（備 考）   ご興味のある方は気軽にお問 

                     い合わせ下さ い。 

（活 動）  親子交流を中心とした子育サ 

        ークルです。子ども・お母さん 

                      の友だち作りに一緒に活動し 

                  ませんか？ 

（活動日）    金曜日の１０時３０分～１２時 

        宮前平子ども文化センター等 

（会 費）  月５００円 

（備 考）   連絡はﾒｰﾙでも受け付けてい 

        ます。  

     ✉kaiju_world1997@yahoo.co.jp 

（活 動） 保健福祉センター・アピエ事業所 

        等の活動を当事者と一緒に行って 

                      います。宮前平スペース「ここわ」 

                      のお手伝いも継続しています。 

（定例会）  毎月第４金曜日  

       １３時３０分～１６時   

       福祉パルみやまえ研修室  

（会 費） 年間１，５００円 

（備 考） お気軽にお問い合わせください。 

（活 動）  地域の高齢・障がい・児童・幼 

                      児の施設で、民話等を楽しく 

                      朗読するボランティアを行って 

                      います。 

（定例会）    毎月最終日曜日１３時～１５時 

        宮前地区センター        

（会 費）  １，０００円 

（備 考）   全国の民話・朗読・語りの楽し 

        さを実感しませんか。 

（活 動）  手話でのコミュニケーションを 

        通じ、親睦を深めながら研修・ 

        講演などの活動を行っていま 

        す。 

               

（定例会）    毎週金曜日 

        １９時～２０時４５分 

        福祉パルみやまえ研修室  

（会 費）  月３００円 

（備 考）  ぜひ見学に来て下さい。 

 

（活 動） 月１回、料理を楽しく作って、楽 

       しく食べて、交流しています。 

       どなたでもご参加頂けます。 

 

（定例会）  主に第４金曜日 

       ９時３０分～１２時 

        宮前市民館        

（会 費） 月５００円 

（備 考） 食事だけの方も（１１時～）お気 

        軽にご参加ください。 

（活 動）  目の見えない人・弱視の人が、音 

        声ソフトを使ったパソコンでメール 

                      やインターネットを楽しむお手伝い 

                      をしています。  

（定例会）  毎月第2金曜日午前10時～12時         

        福祉パルみやまえ研修室      

（会 費）  年間１，０００円 

（備 考）  パソコンをお持ちでメールやイン 

         ターネットのサポート活動をしてい 

         ただける方を募集しています。 
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◆お仲間募集◆ 


