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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 

日 時：平成28年11月20日（日） 午前10時～午後３時３０分 

        会 場：川崎市宮前市民館・市民館前広場 

 

運営ボランティアを募集しています！ 

式  典 (10時～) 

 ・開     会  川崎北高校吹奏楽部演奏 

 ・表      彰   宮前区の福祉功労者 

 ・演      奏   宮前平中学校吹奏楽部演奏 

 ・ふれあいコンサート  おとのわぐま 

映画上映（13時30分～） 

監督 河瀨 直美×原作 ドリアン助川    

出演  樹木 希林 

「あん」 （日本語字幕付き） 
 『殯（もがり）の森』などの監督河瀨直美が樹木希林を主演に迎

え、人はなぜ生きるのかという根源的な問いに迫った同名小説

を映画化。小さなどら焼き屋で粒あん作りを任された元ハンセン

病患者の老女が、偏見にさらされ続けても尊厳を失わず精一杯

生きようとする姿を四季の情景を織り交ぜながら丁寧に描く。 

  ・ゆかいにオンステージ 

  ・認知症フォーラム 

  ・地区社協による模擬店（やきそぼ・フランクフルト等） 

   ・障がい者作業所製品販売 

   ・ふるさとカフェ   

  ・昔遊び体験 

  ・親子リトミック 

  ・健康元気度チェック 

  ・介護・福祉ロボットの展示・体験 

  ・車いす等介護用品の展示 

      ・介護食や防災食フェア（※要予約 参加費５００円程度） 

  ・コミュニティカフェ講座  （※要予約 参加費５００円程度） 

  ・ボランティア等各種相談コーナー   

                    などを予定しています。 

   詳しくは本会ホームページをご覧下さい。 

    

たのしいイベント会場（10時～） 

主催：社会福祉法人川崎市宮前区社会福祉協議会  
後援：宮前区役所  

協力：宮前区社会福祉大会実行委員会 

お問い合わせ TEL：044-856-5500 FAX：044-852-4955 E-mail：info@miyamae-shakyo.or.jp 
※手話通訳が必要な方がいらっしゃいましたら11月1日（火）までに本会にご連絡ください。 

文部科学省 
選定作品 

問い合わせ先：  

川崎市宮前区社会福祉協議会   

TEL：０４４－８５６－５５００ 

■募集内容■ 

①会場設営 

②会場案内 

 詳細については、10月中旬から、本会のホーム

ページにて情報発信を行ってまいりますので、ご興

味のある方は下記検索エンジンよりご確認ください。 
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福祉 宮前 検索 



日     時：８月１６日（火）  

場   所：土橋会館 

参加者：小学生：１名 中学生６名  

      高校生：１名     

協  力：宮前第４民生委員児童委員協議会 

                土橋保育園・土橋町内会 

内   容：赤ちゃんたちの遊び相手等を通じ、保育ボランティア体験を行い 

      ました。また、親御さん同士の繋がり作りを大切にしているサロ 

                ンの目的から地域のボランティア活動についても学びました。 

●受講生の声● 

寝ている赤ちゃんがかわいかったです。いろんな優しい方と交流を深め 

られて良かったです。 

 

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。 

参加者募集 

2 

日  時  ： 平成28年12月3日（土） 10：00～16：30 
        平成28年12月4日（日）   9：30～16：50 
場  所  ： 福祉パルみやまえ 研修室 

内  容  ： 移動サービス概論・運転方法に関する講義等 

                ※この講習の全過程を修了した方は、福祉有償運 

         送運転者及びセダン等運転者として認定を受け 

                   活動をすることが出来す。 

 

 

     

       

     
         

対  象  ：  宮前区で活動しているボランティア及びボランティ 

        アグループまたはこれからボランティアを始めてみ 

                      ようと考えている方 

定    員   ： 30名（応募多数の場合は市内活動希望者優先・抽選） 

参 加 費   ： 3000 円 

申込期間 ： 平成28年10月3日（月）～11月2日（火） 

申込方法 ： 所定の申込用紙にご記入の上、郵送またはFAX 

申込・お問い合わせ：宮前区社会福祉協議会 

       TEL：044-856-5500 FAX：044-852-4955 

  

◆各種講座・イベントのお知らせ・報告◆ 

報 告 

小学生から大学生までを対象にした 

 「夏休み福祉・ボランティア体験学習チャレボ2016」 
                                          を実施しました！ 

 宮前区では、新しく企画した2つのプログラムと合わせて4つのプログラムを実施しました。 

①福祉の目でまちを点検！福祉マップ作り 
                【障がいハンディキャップ編】 日     時：７月２６日（火）  

場   所：福祉パルみやまえ周辺 

参加者：親子５組 中学生１組 

協   力：白杖ユーザー・車いすユーザー 

      介護福祉士会・ガイドヘルパー  

内   容：視覚障がい者のガイドヘルパー、 

      車いす介助を行いながらまちの 

                  中のバリア・バリアフリーを探検して回り、福祉マップを作成し 

                  ました。バリアになっている所では、どんなお手伝いをすること 

      が出来るかを考え、子どもたちの豊かな感性からたくさんのア 

      イディアが出ました。 

●受講生の声● 

（ガイドヘルパー体験）障害者の目の代わりという意味がものすご 

くよく分かった体験でした。 

②福祉の目でまちを点検！福祉マップ作り 
                   【高齢者疑似体験編】 日     時：７月２９日（金）  

場   所：福祉パルみやまえ周辺 

参加者：親子４組  

協   力：ボランティアグループ２１会 

      介護福祉士会 

内   容：講話・高齢者疑似体験を通じ、 

      高齢者への理解を深めた後、疑 

      似体験セットを身に着けたお母さんたちの介助を行いながらま 

      ちの中のバリア・バリアフリーを探検して回り、福祉マップを作 

      成しました。子どもたちはおばあちゃんになったお母さんを助け 

      ようと一生懸命に考え、行動していました。 

●受講生の声● 

お買い物をしている時におばあちゃんいなったお母さんのお手伝いが出 

来て楽しかったです。 

③子育てサロンでのボランティア体験 
日     時：８月３日（水）  

場   所：グリーンハイツ集会所 

参加者：小学生：４名 中学生４名     

協  力：宮前第４民生委員児童委員協議会 

内   容：受付、身体測定のお手伝い、お誕 

      生日会、遊び相手やお母さんたち 

      と交流を持ちながら、保育ボランティア体験を行いま した。積極 

                的に遊び相手をする子どもたちに赤ちゃんもお母さんたちもとて 

                も喜ばれていました。 

●受講生の声● 

みんなと遊んだ時間がとても短く感じました。また来て一緒に遊んだらみ 

んなが成長してると思うと、嬉しいような悲しいような気がします。 

④子育てサロンでのボランティア体験 

来年はぜひ、あなたのご参加をお待ちしています！ 

mailto:myumyuthunder@ezweb.ne.jp
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 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、普段なかな

か関わることのない他分野の団体が交わり、それぞれの立場から意見を出し合って情報交換等を行うことで、相互の活動

の理解や親睦を深めています。「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。一人あるいは

一つの団体では解決の難しいこと、グループの抱える悩みを連絡会で共有し、一緒に考えることで心が軽くなったり、他の

方のお話からエネルギーを得られる方もいます。 

 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。 

 現在、ボランティア活動をされている方・グループの方々、随時、無料で見学を受け入れておりますので、ぜひ新しい風

を吹かせに連絡会に参加してください。 

  

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 

①被災地の情報を集める 

②準備するもの 
 宮前区社協では、災害ボランティア

活動保険の加入受付を行っています。 

 事前にご加入をいただきますと、被

災地に行くまでの事故も保障されま

す。 

 宿泊先、交通手段、食料など、ご自

身でご用意いただきたい物について

は下記のHPをご確認ください。 

 また、水害ボランティア活動をご希

望の方は併せて、「水害ボランティア

作業マニュアル」をご確認ください。 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

災害ボラの予備知識 

 

  被災地の状況や交通手段、ボラ

ンティアの受入状況・募集人数などを

ご確認ください。 

  

◆宮前区社会福祉協議会◆ 

 

 

 

◆全国社会福祉協議会◆ 

 

 福祉 全国 

福祉 宮前 検索 天災タイプ 
（基本タイプ+地震・噴火・津波） 

 ・Aプラン   430円 
 ・Bプラン   650円 

③ボランティア活動保険の加入 

被災地に災害ボランティア活動に行かれる方へ 

台風10号による被災地での災害ボランティア活動状況 

http://rsynagoya.com/volunteer/ 
volknowledge.html 

 台風10号の大雨の影響により北海道・岩手県では河川の氾濫による床上・床下浸水の被害や強風による一部損壊

の被害が生じており、各被災地において災害ボランティアセンターが立ち上がっています。 

 岩手県災害ボランティアセンターによると、9月1日のボランティア受付開始以降、これまでに延べ4,404人、北海道災

害ボランティアセンターによると、9月3日以降各地で順次ボランティア受付が開始され、日に約300名のボランティアが

建物床下の泥だしなどのボランティア支援を行っています。 

 災害ボランティアの活動内容は地域によって異なりますが、岩手県においては、がれき処理や家財搬出、家屋床下等

の泥だしを、北海道では引き続き、建物床下の泥だしや給水支援などがあります。 

   また、岩手県岩泉町では、町内に繋がる道路の複数で、路肩が崩壊し、大変危険な状況にある等、被災地によって、

活動環境も異なりますので、ボランティアに向かう際には、安全を確保し、自己完結できる装備を整え、準備を万全に

行ってください。 

検索 



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：大胡・篠宮・豊澤 

（内 容）   歌・演奏・手品などの披露 

 

（活動日）     月曜日～金曜日の中で応相談 

（時 間）   11時～12時  14時～15時 

 

（場 所）   施設内（野川986） 

（募集人数） 5名程度 

（交通費等） 交通費：なし     昼食代：なし 

（備 考）    

（内 容）   歌や踊り、劇の披露     

      

（活動日）     応相談 

（時 間）   14時～15時  

          

（場 所）   施設内（野川517） 

（募集人数） 10名程度 

（交通費等） 交通費：なし   昼食代：なし 

（備 考）    

（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。 

         

（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をサポート 

（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：あり   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。 

◆ボランティア募集◆ 
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①使用済み切手を集めています！ 

 宮前区社会福祉協会では消印の押されてる 

使用済みの切手を集めています。 

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るこ

ととなります。 

  封筒・はがきについたままで結構です、本会までぜひお持

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。 

②一芸ボランティアさんを募集しています！ 

     ◆お問い合わせ◆ 宮前区社会福祉協議会 TEL：044－856-5500 E-mail：info@miyamae-shakyo.or.jp 

１ レクリエーション 高 齢 

愛・コミュニティホーム川崎野川 
T E L ：０４４－７５０－１０９７ 
担当：堀内 秀作 

３ 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 

４ 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（✉m-saitoui@jurakuen.or.jp） 

 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、書道や体操などを指導・

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？  

◆活動までの流れ◆ 

  ①本センターにご相談いただき、活動内容や連絡先など 

     を登録。 

  ②福祉施設等で要望があった際の紹介を行います。 

※グループでの登録もお待ちしています。 

    



（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）     月曜日～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5～6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）     月曜日・水曜日・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？ 

（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）     月曜日～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 

 

（活動日）     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）   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）   高齢者の方と一緒に月1回歌を歌ってくださる 

         方も募集しています。 
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７ 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 

８ 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 

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） 

９ 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 

６ 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：岩崎・内海 

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 



１３ 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 

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：松本・鈴木 

１５ 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 

１１ 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月曜日～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）    宮崎・有馬・野川・宮前平・平・白幡台こども文化 

         センターの管轄する14か所のわくわくプラザ 

（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）   楽器演奏、歌、ダンスの披露など、利用者さん 

         と一緒に楽しむ活動 

（活動日）     月曜日～金曜日の中で応相談 

（時 間）   10時～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：なし 

        ※1日活動の場合昼食負担代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。   

          11／12（土）いぬくら祭りのボランティアも募集中です！ 

（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）     月曜日～金曜日の中で応相談 

（時 間）   開館時間の中で応相談  

（場 所）    宮崎・有馬・野川・宮前平・平・白幡台こども文化セン 

          ター及びそれぞれの管轄する14か所のわくわくプラザ 

（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）     月曜日・火曜日・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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（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）   月曜日～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。 

１９ 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 

１９ 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 

２０ 作業補助 障がい 

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

１７ 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）     月曜日～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）     月曜日～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）   施設で請け負っている内職作業等のお手伝 

         い 

（活動日）   月曜日～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（宮前区野川2910－6）等 

（募集人数） 3名 

（交通費等） 交通費：一律440円  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）     月曜日～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：あり（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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「ボランティアをやってみたい」けど・・・ 

 具体的にやりたいことが分からずになかなか一歩を踏

み出せない方、特技や趣味、これまでの経験を活かした活

動がしてみたい方、そんな想いをお話ししに来てください。  

 宮前区社協ボランティア活動振興センターでは、ボラン

ティア経験豊富な相談員とともに皆さまの想いに丁寧に

向き合い、その方の希望に応じてさまざまなボランティア

活動先の紹介、その後のフォローまで、継続的な支援をさ

せていただきます。 

★対応★ 

 日 時 10：00～16：00 ※祝日は除きます。 

 場 所 福祉ﾊﾟﾙみやまえﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ相談ｺｰﾅｰ 

 相談員  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵﾌﾞﾘｶﾞｰﾄﾞ 斉藤 準 氏 



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 

認知症予防支援等を一緒にし

てくれる方を募集中 

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）   １０／１８  

        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）   社会福祉施設での見守り、活 

        動支援、菜園等幅広く活動を 

        しています。 

        6月からは新たにカフェ21を開 

        設しています。 

（定例会）    10／15・24・11／5・28  

         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◆ 


