
ボランティア募集情報
件　名 話し相手 高齢

入居者のお話相手。
一緒に工作や折り紙等を行う

応相談（月1～2回程度）

応相談（2時間程度）
施設内（野川1430-1）

不問

施設ホームページ
www.platinum-villa.jp/nogawa.html

社会福祉法人 白金会 
プラチナヴィラ野川
TEL：044-754-1751
担当：渋田

社会福祉法人 長尾福祉会
長尾けやきの里
TEL：044-856-6811
担当：花島・佐藤

学習支援 児童

児童・生徒の行動、学習の見守り、
通学支援・給食介助、体験活動の講師

障がいのある方との地域清掃、資源回収、
簡易作業、袋物などの裁縫

学校との調整

学校との調整
原則として区内の小・中学校

不問

連絡は火曜日～金曜日の14時～17時
その他の時間は留守電に入れて下さい。

川崎市宮前区学校支援センター
TEL：080-4158-2561
担当：荒川佳紀
　　　mi-sien@softbank.ne.jp

作業補助 障がい

月～金曜日で応相談(または奇数月第3土曜日)

9：45～15：40（半日可）

施設内（神木本町2-15-6）

男女不問　２名

まずはお気軽にご連絡ください。

内　容

活動日

時　間

場　所

募集人数

備　考

募集団体

検 索福祉　宮前〈問い合わせ・申し込み先〉川崎市宮前区社会福祉協議会  TEL：044-856-5500

※ボランティア・お仲間募集情報の更なる詳細についてはホームページまたは本会まで
　直接お問合せ下さい。

みなさんの希望に
うま～くはまるといいな

講座・イベント開催情報

宮前区社協HP
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子どもたちの福祉のために
・映画「みんなの学校」の上映会
・子育てフェスタ内での移動動物園
　ふれあいコーナーの開催

障がい者・高齢者福祉のために
・移送サービス事業
・買い物支援サービス事業

福祉・ボランティア活動推進のために　
・添乗ボランティア養成講座の開催
・男性のためのセカンドライフ充実講座

講座の開催
地域の福祉について知っていただくために
・広報誌「みやまえの福祉」の発行
・みやまえ福祉フェスティバルの開催　などなど

日常のお買い物に困っている方々をサポートする買
い物支援サービスにおいて、利用者さんと一緒に車両
に添乗し、乗降のお手伝い等をしていただく添乗ボラ
ンティアの養成講座です。
日時・場所：�⑴ ３ 月 5 日㈪ 14：00～16：３0　福祉パルみやまえ�

⑵ ３ 月 7 日㈬ 14：00～16：３0　向丘出張所�
⑶ ３ 月 15 日㈭ 10：00～12：３0　富士見プラザ

内　　容：【講義】�住民主体による買い物支援サービスにつ
いて等

対　　象：宮前区内でのボランティア活動を希望される方
定　　員：各 ３0 名（先着順）　　参 加 費：無料
申込期間：平成 ３0 年 1 月 17 日㈬～平成 ３0 年 2 月 2３ 日㈮
申込・お問合せ

：宮前区社会福祉協議会
TEL�044-856-5500 ／ FAX�044-852-4955

買物支援サービス添乗ボランティア養成講座
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 2・３・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メンタルケア
対　象：どなたでも参加可能
定　員： 6名（お 1人から参加可能）
主　催：さえずりの会
お問合せ・申込

：さえずりの会（山下�みゆき）TEL：080-65３4-３7３9
E-mail：myumyuthunder@ezweb.ne.jp

胸につかえた辛い想いを打ち明けにいらっしゃいませんか？

心筆箋を使ったメンタルヘルスケア

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。
賛助会費は区社協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 地区社協が行う活動の重要な財源となって
おり、皆さまのより身近なところで地域福祉の充実に役立てさ
せていただいております。
個人でも、団体、会社、企業でも、より多くの皆さまに活動
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。

　賛助会費　 1 口　1,000 円～（単年度）
　加入方法
●�新規の方●宮前区社協（044-856-5500）まで
ご連絡をいただくか、直接、福祉パルみやまえの
窓口にご持参下さい。
●�継続の方●地域の賛助会員協力員が訪問し、加入
手続きと賛助会費をお預かりします。

平成29年度にいただいた賛助会費は、宮前区のワンダフルな福祉のまちづくりのため、
主に宮前区社協の次のような事業に役立てられてるワン！ 

東有馬地区社協

向丘地区社協（向丘全域）

有馬鷺沼地区社協

宮前第 ２地区社協（土橋・けやき平・神木）

宮前第１地区社協（野川・梶ヶ谷金山） 宮前第３地区社協（小台・馬絹・大塚） 宮前中央地区社協（宮前平・宮崎）

どんぐりサロンの様子

高齢者疑似体験の様子

cafeはなぞのの様子
Café 桃花の様子

もの作りの様子

虹色の
音楽会の様子

障がい児者
のための
バスツアー
の様子

賛助会員加入のお願い よりよいまちづくりに皆さまの
お力をかしてほしいでござる

引っ越してきて数か月、
ここに来て初めて、新し
いお友だちや身近な地域
の方との繋がりができま
した。とても嬉しいです。

身の回りにあるも
ので色々なものが
作れることにびっ
くりしました。ス
ノードームは家で
も作れそうです。
またやりたいと思
いました。

子育て支援センターが近く
に無く、「どんぐりはうす」
での赤ちゃんサロンの開催
はとても嬉しいです。もっ
と増やしてほしいです。

地域包括支援セン
ターの方や民生委
員さんたちとおしゃ
べりや軽い脳トレ
等をして、明るく朗
らかに楽しい時間
を過ごしています。

体験を通じて、体の不自由な
人の気持ちがわかりました。
町で出会った時には、役に立
てるといいなと思います。

地域の中に障がい児者を気にか
けてくれる人たちがこんなにいらっ
しゃるのかと、いつも嬉しく思っ
ております。また参加したいです。

７地区社協が行う地域の身近な活動でたくさんの笑顔がうまれています

小中学生の演奏やプロの歌等を生で聞
ける身近な場所であり、野川お元気会
等の日々の練習の成果を見せていただ
ける素晴らしい音楽会だと思います。

馬のマリーヌ

馬の
マリーヌ

犬の
ヌーク

鷺のヌーマ

鷺のヌーマ

宮前・ボランティア活動情報
発　行／社会福祉法人 川崎市宮前区社会福祉協議会
　　　　川崎市宮前区宮崎 2-6-10  ガーデンオフィス 4 階  福祉パルみやまえ
発行人／浮岳  堯仁　　　　編　集／みやまえの福祉編集委員会

【発行／お問い合わせ】
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 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

社 協 だ よ り
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宮太郎

犬のヌーク

宮太郎



宮前区社協HP

みやまえ福祉フェスティバル開催報告
第16回
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みんなに描いて
もらった僕たちが、
2月以降宮前区社
協のホームページ
に載るでござる。

たくさんの方の
ご来場ありがとうで

ござる

宮太郎の誕生秘話

宮太郎の
仲間

宮太郎

次回
予告

宮前区に「福祉パルみやまえ」という
福祉のお寺がありました。
そこの和尚であるぎょうにんは、平成
28 年 11 月 20 日、一日の修行を終えて、
福祉のお寺に帰る道中、野川の川沿いを
歩いていました。
すると、そこに・・・とても大きな、
大きな宮前メロンが流れてきました。
ぎょうにん和尚はびっくりして、あわ
てて宮前メロンを拾い上げ、福祉のお寺
に持ち帰りました。
福祉のお寺に帰り、持ち帰った宮前メ
ロンを割ってみると・・・
中から、元気のいい男の子が飛び出し
てきました。
ぎょうにん和尚は、男の子がこれから
の宮前の福祉を背負って立つようにと願
い、宮前区の頭文字をとって『宮太郎』
と名付け、手塩にかけて育てていきまし
た。
ぎょうにん和尚からたくさんの愛情を
注がれ成長した宮太郎は、思いやりのあ
る優しい男の子となり、いつの日にか、
生まれ育った宮前の地域の困りごとや
困っている人を助けたいと思うようにな
りました。
今後、宮太郎は地域の福祉課題の解決
に向けた行脚に出かけていく中で、さま
ざまな仲間に出会っていきますが・・・
そのお話しはまた今度♪

平成 29 年 12 月 ３ 日（日）
冬の温かい陽光の下、宮前市民館にて、

第 16 回みやまえ福祉フェスティバルを開催いたし
ました。
当日は、「体験して福祉を知ろう」をテーマとして、宮前区

内の福祉施設・団体、ボランティア・当事者グループ、町会・自
治会、行政等のさまざまな団体にご協力をいただき、蔵敷太鼓連の太
鼓演奏に始まり、野川中学校吹奏楽部演奏やたつのこのはら保育園の鼓
笛隊、映画上映、認知症フォーラム、親子でリズミカル、まい café み～や、
クリスマスグッズ（ランタン・リース）作り、昔遊び（けん玉・お手玉・
竹細工等）体験、巨大迷路、障がい者スポーツ（車いすバスケ・ボッチャ）
体験、健康元気度チェック、、各種模擬店、バルーンアート、スタンプラリー、
お絵かきコーナー等盛りだくさんのプログラムにて、約 2,000 名の方にご
来場をいただきました。
宮前の地域の方・団体の方々にお力添えをいただき、作り上げるフェ
スティバルも本年で 2 度目となりましたが、今後も地域の方と共
に創造し、より一層楽しんでいただけるようフェスティバルを
目指して、地域との繋がりを大切に、福祉を身近に感じ
ていただけるような運営を行ってまいりますので、
今後も皆さんのご参加・ご協力をいただき

ますようお願いいたします。

ぎょうにん和尚

福祉パルみやまえ

野川

馬のマリーヌ

※このお話はフィクションです。

犬のヌーク
鷺のヌーマ

『仲間たちとの出会い編』は
本会のホームページをご確認ください。

第１話
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催

検 索福祉　宮前

検 索福祉　宮前

検 索福祉　宮前

検 索福祉　宮前

迷路やお絵かき等、以前は全くできなかったことに参加する娘の姿が見られ、驚きました。親子で一緒に参加できたからこそです。

来場者の声

障がい者スポーツのことを知ることが出来たり、子どもと一緒に楽しめたので、とても良かったです。

来場者の声

色々なイベ
ントで知る

ことができ
て、

福祉が身近
に感じられ

ました。

年輩の方々
が中心で、

普段なかな
か交流がな

いため、

とても楽し
かったです

。

来場者の声

宮前区社協HP

親子で体操

広場射的

野川中学校演奏 認知症フォーラム

車いすバスケ


