
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

隔月発行 ４・５月号 【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 

Ｎｏ.１０５     
 

お問い合わせ先：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 E‐mail info@miyamae-shakyo.or.jp  

宮前区社協ボランティア活動振興センターでは・・・ 
 ボランティアに関する総合窓口として、 

    ①相談機能   

   ②情報提供機能 

   ③紹介機能 

   ④フォローアップ機能 

    

①相談機能 

④行事を一緒に盛り上げてほしい 

 何かをはじめてみたい！という地域の皆さまの相談に 

応じています。ボランティア活動をしたいけれど、どうした 

らいいのかよく分からない、具体的にどんな活動がある 

のか知りたいなど、なかなか活動への一歩を踏み出せ 

ない方の相談を受け付けています。 

 場所・対象・興味関心から、自分の想 

いに沿った活動を選び、自分にあった 

スタイルで活動をしていただけるよ 

う皆さまの想いに丁寧に向き合っ 

ていきます。 

相談は月～金曜日まで随時受付ております 

なお、週１回専門の相談員も配置しています 

宮前区社協ボランティア

活動振興センター 

②情報提供機能 

③紹介機能 ④フォローアップ機能 

  本センターにボランティア登録をしていただくことで、 

１人ひとりにあった活動先やボランティアグループの紹 

介、情報誌の発送等による情報提供、ボランティア講 

  座等のご案内をさせていただきます。 

        また、本誌へのボランティア・お仲間募集記 

          事の掲載など、広報支援を行っていま 

            す。 

  施設のお手伝いにきてほしい、 

趣味や特技を活かし、イベントを盛り 

上げてほしい等の内容に応じて、本会登 

録ボランティアの紹介を行い、活動までの連 

絡・調整を行うとともに、一緒に活動する仲間を増やし

たい、１人で活動を始めるのは不安だからグループに

所属したい等、それぞれの希望に応じたマッチングも

行っています。 

 また、グループ立ち上げにおける助成金等の紹介もさ

せていただきます。  

              「自分にこの活動があっているの 

            か？」「対応の仕方がよくわからない」 

           などの活動中の不安に対し、研修会 

        や交流会によるフォローアップを行ない、ご 

    自身にあったボランティア活動に安心して取り組 

めるよう継続的な支援を行っています。 

  また、 活動中のケガや事故の補償として、ボランティ 

ア保険などのご案内もさせていただきます。 

を設け、あらゆる相談に応じています。 

日 時 金曜日10：00～16：00  

相談員 ボランティアグループ  

    オブリガード 斉藤 準 氏 

※詳細につきましては、本会HP等をご覧ください。 

   ボランティアによるたすけあい 

の輪を広げるため、取り組みを行 

っておりますので、わからないこと 

や困ったことがあった際には、お 

気軽にご相談にいらしてください。 

福祉 宮前 検索 



定例会は毎月第 3 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。 

 「みやまえボランティア・当事者連絡会」は、区内でボランティア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回の定例会を通じ、情報交換や協力援助、相互の親睦を深める

他、宮前区社協ボランティアセンターと連携して、ボランティア活動の発展と社会福祉の向上を目指しており

ます。 

 今後はもっと多くのお仲間を増やし、グループ同士の横のつながり作りや活発な情報交換を進めるとともに、

それぞれが持つ力を結束させ、宮前区内の福祉活動の充実に向けた取り組みを行っていければと考えています。 

 現在、ボランティア活動をされている方・グループの方々、まずはお気軽に定例会にいらしてください。 

  

  平成２８年3月12日（土）に福祉パルみやまえにてボランティア交流会を開催し、

17名の参加者の方たちから、ボランティア活動を始めたきっかけ、今心に抱く“想

い”をお話ししていただきました。 

 皆さんがボランティアを始められたきっかけは千差万別ですが、地域との繋がり、

目に見える活動に携われることの喜びを感じられている方、日々の充実感など、

ボランティア活動を通じて、心境にも大きな変化があったとのお声が多くありました。  

  

 退職し、家での時間を持て余していたと

ころ、妻から、「暇ならボランティアにでも

行って来い」とせっつかれたことをきっか

けに、ボランティアセンターに相談に行っ

たのが始まりでした。 

 最初はただの時間つぶしのつもりでした

が、たまたま参加した傾聴ボランティア入

門講座（ボランティアセンター主催）を機に、

グループに加入し、現在は月3回、傾聴ボ

ランティアの活動に取り組んでいます。 

 活動の悩みを共有してくれる先輩がいる

安心感、楽しい時間を過ごせるマージャン

ボランティアに、いつの間にか夢中になり、

予定の最優先事項となっている今を自分

自身でも不思議に思っています。 

  

 20年ほど前に宮前に転居してきて、全く知

り合いもいない状況から、周囲との繋がりを

持とうと始めたのがボランティアでした。  

 私が発行物等の情報を録音し、視覚障が

い者の方たちに届ける活動をしています。 

  声で私を認識してもらい、できる繋がりの

喜びはひとしおであり、特徴的な声に産んで

くれた親に感謝の気持ちを抱きました。 

 また、ボランティア活動を始めたことで街中

で白杖の方をお見かけした時に、積極的に

手を貸せるようになったり、知らないことを教

えてもらい、新しい世界を広げてくれる面白

さを感じたり、この年になっても人として成長

をさせてくれるボランティアにやりがいを感じ

ています。 

    働き盛りの頃、趣味の山登りが高じて、山岳ボランティアを始めたことがそもそものきっかけとなり、退職

後は、さまざまなボランティア講座に積極的に参加していました。 

  現在は、21会とういう男性だけのボランティアグループに所属し、区内の施設にて、介護予防のパワーリ

ハビリ等のお手伝いをしています。 

  また、週1回、外国人転入者への日本語学級でボランティア活動を行っています。多国籍の方とのふれ

あい、異文化交流を楽しみながら、外国人の方が地域に溶け込むための支援を行っています。 



 宮前区社会福祉協議会では、地域福祉活動を行なうボランティアグループや当事者団体等の支援を目的とし、各団体

の行う福祉活動に関する事業経費の一部を助成する『福祉団体育成支援金交付事業』を行なっています。  

 この助成金は、住民相互の助け合いの輪を広め地域福祉の充実を図るために、皆様から寄せられた年末たすけあい

募金を財源として実施されており、平成２８年度も下記のとおり申請の受け付けを行います。 

【対象団体】 

①宮前区内に活動拠点をもち、公益を目的とした民間の自主的なボランティアグループ・当事団体等 

②他の団体からの助成を受けていない、また受ける予定がないこと。 

③自主財源を基盤とした予算が明確な組織運営、代表者等の重要事項が定まっていること 

【支援金種類】 

①区内で既に地域福祉サービス事業をおこなっている団体の活動支援 

○新規事業・・・上限１０万円 

○継続事業・・・上限 ５万円 

②区内で新しく地域福祉サービス事業をおこなう団体の立ち上げ支援 

○上限２０万円 

※この支援金は、自主的な活動に伴う経費の一部を補うものであり、支援金のみで行う 

事業は対象外となります。 

【申請期間】 平成２８年５月１６日（月）～平成２８年６月１７日（金） 

【申請方法】 

所定の申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて提出してください。 

◯申請書配布場所 宮前区社会福祉協議会、宮前区役所、向丘出張所、宮前市民館ほか 

◯申請書配布時期 ５月上旬予定 

【お問合せ】 川崎市宮前区社会福祉協議会 地域課 ☎０４４－８５６－５５００ 

Aプラン Ｂプラン 

基本タイプ 300円 450円 

天災タイプ 
（基本タイプ+地震・ 
噴火・津波） 

430円 650円 

Aプラン（宿泊なし） Ｂプラン（宿泊あり） 

A1行事 28円 1泊2日 239円 

A2行事 126円 2泊3日 293円 

A3行事 248円 3泊4日 298円 

 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！ 

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。 

福祉団体育成支援金 概要 



1 あなたの特技を披露して下さい 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 

2 
歌・劇を披露して下さる方を募集
しています！ 

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・手品などの出来る方を募集中 

 

（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） 8人程度 

（交通費等） 交通費：なし   昼食代：なし 

（備 考）    

（内 容）   歌や劇を披露して下さる方お願いします 

          

（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）   麻雀のお相手も募集しています！ 

3 
認知症カフェのお手伝いをお願
いします。 

高 齢 

宮崎台つどいの家 グループホーム 
T E L ：０４４-８７０－５３１０ 
担当：平野・矢部 

4 
クラブのサポートをしてくださるボ
ランティアを募集しています 

高 齢 

社会福祉法人 寿楽園 
T E L ：０４４-７５４－１７５１ 

担当：松竹・関（✉m-seki@jurakuen.or.jp） 

（内 容）   喫茶店でのお茶出し、片づけ等をお手伝いい 

         ただける方を募集しています。 

（活動日）     第4水曜日 

（時 間）   14時～16時 

 

（場 所）   施設内（高津区向丘136-7） 

（募集人数） 5名程度 

（交通費等） 交通費：応相談   昼食代：なし 

（備 考）   お花のお手入れを一緒にして下さる方も募集 

         しています。 

（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くださる方 

（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。 

   介護や育児、新しい環境での孤立や不安など心に抱えた 

 辛い思いを心筆箋（専用の用紙）に書き出し、心をほぐしてい 

   きます。 

 
  

日  時  ：毎月第3・第4火曜日  13時30分～16時 

     （4/19・26・5/17・24）           

場  所  ： 河合会計事務所 

       （宮前さくらﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ隣接ﾋﾞﾙ 小台2-1-10） 

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 ： 20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 

 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 

      （5/18・7/20・9/21・11/16・1/18・3/15） 
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 



5 
マージャンでのボランティア募集
中 

高 齢 

NPO法人 ひろばじこん 
T E L ：０４４-７４０－９６７３ 
担当：谷口 

6 
利用者さんと一緒にサロン活動
を楽しんで下さる方を募集中 

高 齢 

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

（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）   利用者さんと一緒におしゃべり・脳トレ・歌をう 

         たう等 

（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30分           

（場 所）   宮前区平（西村宅） 

（募集人数） 2名 

（交通費等） 交通費：半額支給   昼食代：なし 

（備 考）   ぜひ一度見学にいらして下さい。 

 

7 趣味・特技をご披露下さい。 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 

（内 容）   踊り・歌・楽器演奏またはパフォーマンスをご 

         披露して下さる方、お願いいたします。     

（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） 限定なし 

（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。 

10 
赤ちゃん広場を手伝ってくださる
ボランティア募集中！ 

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 学校の応援団募集！ 児童 

川崎市宮前区学校支援センター 
T E L ：０８０-４１５８-２５６１ 
担当：藪（火）・荒川（水）・中嶋（木）・渡部（金） 

9 
乳幼児の保育ボランティア大募
集！ 

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 

（内 容）    学校の要請に応じた児童・生徒の行動、学習の見守 

          り、障がい児の通学支援・給食介助等のボランティア 

（活動日）     学校との調整による 

（時 間）   学校との調整による 

 

（場 所）   原則として区内の小・中学校 

（募集人数） 5名程度 

（交通費等） 交通費：なし   昼食代：なし 

（備 考）   連絡は火曜日～金曜日の14時～17時 

         その他の時間は留守電対応となります。 

         

（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30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3水   ⑥利家庵野川：第1火 



11 学生ボランティア募集！ 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？ 

15 子どもたちとふれあうボランティア 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 

12 学生ボランティア募集！ 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）   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？ 

（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）     

14 
子どもたちの勉強をサポートして
みませんか 

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 

（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を行う。 

（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。    

13 学生ボランティア募集！ 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 

（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？ 

１6 
将棋のお強い方、対戦しません
か？ 

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・百瀬・小屋 

（内 容）   ①身体障がいをお持ちの方の外出支援・食事介助 

         ②将棋の相手 ③お部屋の模様替え・掃除の手伝い 

（活動日）     応相談 

（時 間）   応相談 

（場 所）   ①川崎・横浜・東京都内 

         ②③施設内（東有馬5-8-10） 

（募集人数） 2名 

（交通費等） 交通費：なし   昼食代：なし 

（備 考）   入所施設利用者（個人）からの募集です。 

           ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。  



17 カラオケボランティア募集 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・百瀬・小屋 

（内 容）   カラオケのお手伝い 

 

（活動日）   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。 

18 
利用者さんの作業のサポートを
してくださる方を募集中 

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 

（内 容）   紙すきハガキ・雑巾等の作成やガラス・ビー 

         ズ製品作りを利用者さんと一緒に行う。 

（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（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 

（備 考）   演奏活動などをして下さる方を募集しています。 

         ※1日活動の場合には、利用者さんと昼食をとってい 

           ただきます。（昼食負担代480円） 

19 
施設で利用者さんの活動をサポー
トをして下さるボランティアを募集 

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。  

（内 容）   簡単な下請け作業や散歩の付き添い 

         手芸のできる方も募集 

（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）   ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。. 

 

21 障がい者の活動のお手伝い 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：吉澤・天下井 

（内 容）   障がいのある方と一緒に作業 

         軽作業・散歩・レクリエーション等 

（活動日）     月曜日～金曜日の中で応相談 

（時 間）   10時～16時  

          

（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。 

社会福祉法人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 
川崎市宮前区宮崎2-6-10宮崎台ガーデンオフィス4階 

TEL ：０４４－８５６－５５００ 

FAX：０４４－８５２－４９５５ 
 
 

◇ お問い合わせ ◇ 

◇ 地 図 ◇ 

19 
障がい者の活動サポートをしてみ
ませんか 

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 



歌や踊りの得意な方 
慰 問 

活 動 

連絡先 

十人会 

TEL：０４４-９７６-７７３４ 

担当者：大嶺 

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 

一緒に朗読語りの達人にな

りませんか？ 
朗  読 

連絡先 

朗読語りの会 

TEL：０９０-５５４２-１１４０ 

担当者：伊勢 さつき 

お話し相手（傾聴）の仲間を

募集しています 
傾  聴 

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 

（活 動）  発達障がいなどが原因で、辛い 

         思いを抱えている子のサポート 

                       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 開催しています。 

（定例会）   毎月第3火曜日 4/19  

       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 

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 
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）  「出来る時に、出来ることをで 

        きる範囲で」をモットーに、介 

        護予防事業のサポート、社会 

                     福祉施設での活動支援をして 

                      います。 

（定例会）    4/2（総会）・18・5/7・23  

       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行 

        っています。活動場所は主に 

                      宮前・高津区内の老人ホーム 

        個人宅・障がい者施設などで 

        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てサ 

         ークルです。見学・入会はいつ 

                        でも受付ています。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 

        宮前市民館など 

（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）   「無理せず、出来る時に、出来る 

                      人が、出来ることをする」をモットー 

                      に保健福祉センター・アピエ事務所 

                      等の活動を当事者と一緒におこな 

                      っ ています。 

（定例会）  毎月第4金曜日 1時30分～4時   

       福祉パルみやまえ研修室  

（会 費） 年間1,500円 

（備 考） 誰もが暮らしやすい地域になるよう 

        に繋がっていきたいと思います。 

（活 動）  地域の高齢者・障がい者・児 

        童・幼児の施設で、地元から 

        全国の民話等を楽しく朗読す 

        るボランティアを行っています 

        お気軽にご相談ください。 

（定例会）    毎月最終日曜日13時～15時 

        宮前地区センター        

（会 費）  1000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）  手話サークル手の輪の会の 

        仲間を募集しています。 

              手話に興味のある方、まずは 

        見学に来て下さいね。 

 

（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）   

皆で料理を作って食べて楽し

い時間を過ごしましょう 
食事会 

連絡先 

やすらぎの会 

TEL：０４４-７６６-８２６６ 

担当者：西本 薫子 

（活 動） 月1回、季節の野菜をたっぷり 使 

                      った料理を楽しく作って、楽しく食 

       べて交流しています。 

        障がいをお持ちの方一人暮らしの 

       方等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）  月１回、施設等で歌や踊り、演 

       奏などを通じ慰問活動を行っ 

       ています。 

       歌や踊り等、特技を活かして、 

       一緒に活動しませんか。 

（定例会）  慰問日に応じて 

        岬水産（3-14-18）      

（会 費）  月2,000円 

（備 考）  


