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ござる裏も

見るワン！

みんなよく
がんばった

ワン！「夏休み福祉・ボランティア
体験学習チャレボラ2017」報告

小学生から大学生までを対象にした小学生から大学生までを対象にした

今年度は、昨年に引き続き「福祉の目でまちを点検！福祉マップ作り」を実施するとともに、新しく認知症の方への
理解を深めるプログラムや子育て支援センターでのボランティア、冒険遊び場でのボランティアを復活させ、実施
いたしました。

また、毎年子どもたちから参加希望の多い落書き消しボランティアを宮前区で初めて実施いたしました。

冒険遊び場でのボランティア
日　時：７月 23 日（日）
 10時～16時　
場　所：有馬ふるさと公園
参加者：中学生３人
協　力：子どもの遊びを考える会
 ポレポレ

受講生
の声

冒険遊び場サマープレパークにて、流しそうめんやウォーター
スライダーなどを楽しみに集まる子どもたちとふれあいなが
ら、運営のお手伝いをしてきました。

初めての参加でしたが、他の方々が優しくして下さっ
たり、地域の子どもたちが優しい子たちでとても楽し
くボランティアが出来て良かったです。

内容

子育て支援センターでのボランティア体験
日　時：７月 26 日（水）・27 日（木）
 9 時 30 分～13 時　
場　所：宮崎こども文化センター
参加者：中学生１人・高校生１人
協　力：カンガルー宮前
 子育てねっとわーく

受講生
の声

センター開設準備や受付、赤ちゃんたちの遊び相手、手遊び歌
を練習し、披露する等、お母さんたちとの交流を大切にしなが
ら、保育ボランティア体験を行いました。                

2 日間小さなお子さんとふれ合ってみて生後何か月で
どんなことが出来るのか、何が一番大変なのかを知る
ことができました。

内容

演じて知ろう認知症！
認知症カフェでの寸劇・おもてなし体験

日　時：8月2日（水）10時30時～16時　
場　所：土橋会館
参加者：小中高校生各１名
協　力：宮前第 2 地区社会福祉協議会
 レストア川崎地域包括支援センター

受講生
の声

認知症キッズサポーター養成講座を受講後、自分たちでセリフを
考えながら寸劇を通じて、認知症の方への接し方を考えました。
その後土橋カフェでの給仕体験において認知症の方とふれあいを
持ちながら、練習した寸劇をお客さんの前で披露しました。

ボランティアに参加したことで、認知症は今の私たち
にとってとても身近なものであると学ぶとともにやさ
しく接することの大切さを身にしみて感じました。

内容

落書き消しボランティア体験
日　時：8月12日（土）9 時～12時　
場　所：宮崎町内会内
参加者：中・高校生各１人 親子１組
協　力：落書き戦隊ケスンジャー
 宮崎町内会・宮前区役所

受講生
の声

町の中にいたずら書きされている落書きをケスン
ジャーの方に教わりながら、溶剤を使って消したり、
ペンキで塗りつぶしたりと、きれいな町づくりの
ため、汗をかいてきました。

普段気になっていてもなかなかできないので、
こういう機会があって良かったです。消す前後の
違いがわかりやすく達成感がありました。

内容 来年は君の
参加をまってる
でござる

P3 …… ボランティア募集情報 ⁄ お仲間募集情報
P4 …… 「夏休み福祉・ボランティア体験学習チャレボラ 2017」報告
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検 索福祉　宮前

買い物支援サービス
の利用可否について、
通知します。決定者
には併せて、登録証
をお送ります。

利用を希望される日の
1 週間前までに希望
時間・場所を本会まで
ご連絡下さい。

買い物支援サービス
専用の乗合所に、ご予
約時間にお越しいただ
き、最寄りのスーパー
にてお買い物をして
いただきます。

可

買い物支援サービスの
利用手引きにて対象要
件等をご確認いただ
き、所定のお申込用紙
をご記入の上、本会窓
口にお越しください。

福祉パル

2.利用申込

本会賛助会員制度
についてご説明
いたします。

本会の事業に賛同し賛助会
員登録をされているか確認
いたします。

1.賛助会員登録の確認
お申込みいた
だいた内容を
本会で確認し、
利用の可否に
ついて検討し
ます。

3.申込内容の確認

買い物支援サービス事業のお知らせ

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

　本会では、宮前区内にお住いのお年寄りや障がいのある方等で、山坂が多く、重い物が持てない等、日常生活にお
ける買い物に不便を感じている方々を対象に、最寄のスーパーマーケットまで送迎を行う乗合車両の運行を開始します。

　本会では、今年も12 月に実施される年末たすけあい募金を財源として、見舞金の配布事業を行います。
昨年は地域のたくさんの方のご協力のもと、5,000円の見舞金を配布致しました。（※金額については実績により増減
が生じる場合があります。）見舞金配布をご希望の方は申請の手続きをお願いいたします。

運行日
11 月中旬開始（予定）

運行範囲（場所）　
・鷲ヶ峰方面　　
・東有馬方面　　※順次追加予定

買い物支援サービス利用方法

利用対象
（１）介護保険制度や障害者総合支援法での

サービスを利用していない方で、家族
等からの援助が受けられない方

（２） 付添を伴わない軽度障害者であって、
家族からの援助などが受けられない方

◆ 対象者 ◆
平成 29 年 9 月 1 日現在、宮前区内で在宅生活をおくる
市民税・県民税非課税の方で下記のいずれかに該当する方
①心身障がい児者で次の障がいのある方
　ア . 身体障害者手帳1・2 級の方
　イ . 療育手帳Ａの方または知能指数（IQ）35 以下の方
　ウ . 精神障害者保健福祉手帳 1 級の方
②要介護度 4 以上の高齢者（65 歳以上）
③一人親世帯で児童扶養手当受給を受けている方
④災害遺児等の福祉手当受給者
⑤公害病認定患者（公害医療手帳を持っている方）

◆ 申請書設置場所 ◆
・宮前区社会福祉協議会　 ・宮前区役所
・障がい者地域作業所　　 ・向丘出張所
・地域生活支援センター　 ・保育園　など
※本会ホームページからもダウンロードできます。

〈申請期間〉随時受付中 ※10月 31日（火）（当日消印有効）

◆ 申請方法 ◆
所定の申請書にご記入の上、手帳（左記①・⑤）や受給証

（左記②・③・④）等の写しを添付し、郵送または持参

5.予約4.結果通知 6.利用

お買い物をサポートする
車が走るでござる

要チェックだわん！

YES

NO

〈問い合わせ〉宮前区社会福祉協議会  TEL：044-856-5500

年末たすけあい見舞金の申請受付中！

ボランティア募集情報
件　名 レクリエーション 高齢

利用者さんの前で演目等を披露していた
だく

木曜日

9：30～11：30または 13：30～15：00

施設内機能訓練室（野川 3134-5）

男女不問　２名

1 日のみの短時間でもOKです。
未経験の方もお気軽にご連絡ください。

社会福祉法人 寿楽園
TEL：044-754-1751
担当：山口　道子

趣味の援助 高齢

いきいき健康マージャンの会場設営及び
片づけ、マージャンのお相手等

毎週 ①火曜日 または ②木曜日

8：30～15：30

①鷺沼会館（鷺沼 1-18-1）
②宮崎台（宮崎台1-10-1 ウェル＆ウェルシー B1 階）

不問（マージャン未経験者も可）

高齢者が楽しく遊ぶ、お友だちを作るた
めのボランティアをしてみませんか。

NPO法人 ひろばじこん
TEL：090-1201-1283
担当：岡　壯知

保育補助・見守り 児童

地域子育て支援センターでお子さんの
相手や受付などのお手伝い

①火・水・木  ②月・火・金  ③月・水・金 

9：30～13：00

①宮崎こども文化センター（宮崎 1-7）
②平こども文化センター（平 2-13-1）
③野川こども文化センター（野川 3182-1）
男女不問　２名

kangaroo-shien.cocolog-nifty.com

児童館型子育て支援センター
①みやざき 久保 070-5024-8525
②たいら 大田 070-5089-2051
③のがわ 花光 070-5020-6458

内　容

活動日

時　間

場　所

募集人数

備　考

募集団体

お仲間募集情報
件　名 その他

（カフェの運営・障がい者介助等）
多分野

カフェの自主運営及び障がい者通所施設
でのサポート、子どもの見守りなど

日時 : 第 1 土曜日・第３月曜日
 13：30～15：30
会場 : 福祉パルみやまえ研修室
 （宮崎 2-6-10 宮崎台ガーデンオフィス4階）

日時 : 毎週金曜日
 19：00～20：45
会場 : 福祉パルみやまえ研修室
 （宮崎 2-6-10 宮崎台ガーデンオフィス4階）

日時 : 毎月最終日曜日
 13：00～15：00
会場 : 宮前地区会館（馬絹1596）

カフェは毎月第２金曜日10：00～ 
向丘地区活動支援コーナーにて。

21会
TEL：044-856-5500
担当者：宮前区社会福祉協議会

手話 その他

手話でのコミュニケーションを通じて
親睦を深めながら、研修・講演などの活動
を行っている

手話に興味のある方まず見学にいらして
下さい。

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

朗読ボランティア 多分野

老人ホーム・障がい者ホーム等に出張し  
朗読・歌を行っている

朗読語りの会　さつき会
TEL：044-856-5500
担当者：宮前区社会福祉協議会

活動内容

定例会

備　考

募集団体

件　名 作業補助 障がい
（知的）

障がい
（知的）

障がい
（身体）

障がいのある方が行うチラシ織・挟み込
み等の作業補助

月～金曜日で 1 回（複数回可）

10：00～16：00

施設内（白幡1-8-1） 施設内（宮前平 1-8-12）及びその周辺

不問

施設ホームページ
www.nagaof.jp

障害者福祉サービス事業所 しらはた
TEL：044-978-5013
担当：前田

外出の付き添い

利用者さんとの散歩やポスティング等の
付き添い

月～金曜日で応相談

9：00～16：00（半日も可）

不問

施設ホームページ
www.kanagawa-id.org/kobato/

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

余暇活動のお手伝い
・書道・絵画を教える
・ボッチャやフレイングディスク、グラウンド

ゴルフ等障がい者スポーツを一緒に行う
月～金曜日で 1 回

10：15～11：15　13：45～14：45

施設内（東有馬 5-8-10）

男女不問　３～４名

障害者支援施設川崎市 れいんぼう川崎
TEL：044-888-8657
担当：田口・小屋・中村・梶原

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。

みなさんで宮前のボランティア活動を
盛り上げにゴー！

みなさんの希望に
うま～くはまるといいな
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相手や受付などのお手伝い

①火・水・木  ②月・火・金  ③月・水・金 
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お仲間募集情報
件　名 その他

（カフェの運営・障がい者介助等）
多分野

カフェの自主運営及び障がい者通所施設
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日時 : 第 1 土曜日・第３月曜日
 13：30～15：30
会場 : 福祉パルみやまえ研修室
 （宮崎 2-6-10 宮崎台ガーデンオフィス4階）

日時 : 毎週金曜日
 19：00～20：45
会場 : 福祉パルみやまえ研修室
 （宮崎 2-6-10 宮崎台ガーデンオフィス4階）

日時 : 毎月最終日曜日
 13：00～15：00
会場 : 宮前地区会館（馬絹1596）

カフェは毎月第２金曜日10：00～ 
向丘地区活動支援コーナーにて。

21会
TEL：044-856-5500
担当者：宮前区社会福祉協議会

手話 その他

手話でのコミュニケーションを通じて
親睦を深めながら、研修・講演などの活動
を行っている

手話に興味のある方まず見学にいらして
下さい。

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

朗読ボランティア 多分野

老人ホーム・障がい者ホーム等に出張し  
朗読・歌を行っている

朗読語りの会　さつき会
TEL：044-856-5500
担当者：宮前区社会福祉協議会

活動内容

定例会

備　考

募集団体

件　名 作業補助 障がい
（知的）

障がい
（知的）

障がい
（身体）

障がいのある方が行うチラシ織・挟み込
み等の作業補助

月～金曜日で 1 回（複数回可）

10：00～16：00

施設内（白幡1-8-1） 施設内（宮前平 1-8-12）及びその周辺

不問

施設ホームページ
www.nagaof.jp

障害者福祉サービス事業所 しらはた
TEL：044-978-5013
担当：前田

外出の付き添い

利用者さんとの散歩やポスティング等の
付き添い

月～金曜日で応相談

9：00～16：00（半日も可）

不問

施設ホームページ
www.kanagawa-id.org/kobato/

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

余暇活動のお手伝い
・書道・絵画を教える
・ボッチャやフレイングディスク、グラウンド

ゴルフ等障がい者スポーツを一緒に行う
月～金曜日で 1 回

10：15～11：15　13：45～14：45

施設内（東有馬 5-8-10）

男女不問　３～４名

障害者支援施設川崎市 れいんぼう川崎
TEL：044-888-8657
担当：田口・小屋・中村・梶原

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。

みなさんで宮前のボランティア活動を
盛り上げにゴー！

みなさんの希望に
うま～くはまるといいな

2
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社 協 だ よ り

目 次
読むで
ござる

裏面のボラ情に

ゴー！！

みんなよく
がんばった

ワン！「夏休み福祉・ボランティア
体験学習チャレボラ2017」報告

小学生から大学生までを対象にした小学生から大学生までを対象にした

今年度は、昨年に引き続き「福祉の目でまちを点検！福祉マップ作り」を実施するとともに、新しく認知症の方への
理解を深めるプログラムや子育て支援センターでのボランティア、冒険遊び場でのボランティアを復活させ、実施
いたしました。

また、毎年子どもたちから参加希望の多い落書き消しボランティアを宮前区で初めて実施いたしました。

冒険遊び場でのボランティア
日　時：７月 23 日（日）
 10時～16時　
場　所：有馬ふるさと公園
参加者：中学生３人
協　力：子どもの遊びを考える会
 ポレポレ

受講生
の声

冒険遊び場サマープレパークにて、流しそうめんやウォーター
スライダーなどを楽しみに集まる子どもたちとふれあいなが
ら、運営のお手伝いをしてきました。

初めての参加でしたが、他の方々が優しくして下さっ
たり、地域の子どもたちが優しい子たちでとても楽し
くボランティアが出来て良かったです。

内容

子育て支援センターでのボランティア体験
日　時：７月 26 日（水）・27 日（木）
 9 時 30 分～13 時　
場　所：宮崎こども文化センター
参加者：中学生１人・高校生１人
協　力：カンガルー宮前
 子育てねっとわーく

受講生
の声

センター開設準備や受付、赤ちゃんたちの遊び相手、手遊び歌
を練習し、披露する等、お母さんたちとの交流を大切にしなが
ら、保育ボランティア体験を行いました。                

2 日間小さなお子さんとふれ合ってみて生後何か月で
どんなことが出来るのか、何が一番大変なのかを知る
ことができました。

内容

演じて知ろう認知症！
認知症カフェでの寸劇・おもてなし体験

日　時：8月2日（水）10時30時～16時　
場　所：土橋会館
参加者：小中高校生各１名
協　力：宮前第 2 地区社会福祉協議会
 レストア川崎地域包括支援センター

受講生
の声

認知症キッズサポーター養成講座を受講後、自分たちでセリフを
考えながら寸劇を通じて、認知症の方への接し方を考えました。
その後土橋カフェでの給仕体験において認知症の方とふれあいを
持ちながら、練習した寸劇をお客さんの前で披露しました。

ボランティアに参加したことで、認知症は今の私たち
にとってとても身近なものであると学ぶとともにやさ
しく接することの大切さを身にしみて感じました。

内容

落書き消しボランティア体験
日　時：8月12日（土）9 時～12時　
場　所：宮崎町内会内
参加者：中・高校生各１人 親子１組
協　力：落書き戦隊ケスンジャー
 宮崎町内会・宮前区役所

受講生
の声

町の中にいたずら書きされている落書きをケスン
ジャーの方に教わりながら、溶剤を使って消したり、
ペンキで塗りつぶしたりと、きれいな町づくりの
ため、汗をかいてきました。

普段気になっていてもなかなかできないので、
こういう機会があって良かったです。消す前後の
違いがわかりやすく達成感がありました。

内容 来年は君の
参加をまってる
でござる

この日のために
特別にブレンドした

うま～いコーヒーで
みなさんをおもてなし♥

お腹がすいた…
腹ごしらえを
するでござる♪

ぼくを描きにきて
ほしいでござる♪

当日スタンプラリーを全部集めると
すてきなプレゼントがもらえるワン！

クリスマスの彩り
作りにゴー！

さぎ
どり情報

第16回 みやまえ福祉フェスティバルのお知らせ

日時 平成29年12月3日（日）
10：00～15：30

会場 宮前市民館（宮前平 2-20-4）
※宮前区役所となり

〈お問い合わせ〉宮前区社会福祉協議会　TEL：044-856-5500　FAX：044-852-4955

スタート!

福祉大会（10：00～） 

・蔵敷子ども太鼓連
・表　彰
・野川中学校吹奏楽演奏
・たつのこのはら保育園園児

による鼓笛隊演奏

・体組成測定
・骨強度測定
・血圧測定
・血管血流測定
・お薬栄養相談

ゴール!!
スタンプラリー

認知症にやさしい
まちをつくろう

◆ 基調講演（10：00～）
東京都健康長寿医療センター
宇良　千秋 氏

各障がい者作業所施設に
よる作品の展示及び活動
紹介 他

お子さんが喜ぶ手遊びや
おもちゃをいっぱい用意
してお待ちしてます♪

◆ フォーラム（11：30～）
地域事例発表等

親子でリズミカル♪
（NHK「お母さんといっしょ」風）

◆ 親子で体操 （13：00～）
日本遊育研究所
藤原　明美 氏

◆ 親子で楽しい音楽会 （14：00～）

ベビーマッサージ
（13：00～）

雅  音楽教室
山本　雅 氏

お絵かきコーナー

映画上映（13：30～） 
『ベトナムの風に吹かれて』
主演　松坂　慶子
若き日に憧れていたあの国で
今、母と生きていく…

◆ ぼっちゃ体験
◆ 車いす

バスケ体験等

・成年後見制度
・緊急通報システム

まいCafeみ～や
（10：00～）

健康元気度
チェック

（10：00～）

・竹細工（小鳥笛等の制作）
・けん玉
・あやとり

・お手玉
・おはじき

昔遊びへタイムスリップ

・模擬店
・縁日
・手作り品の販売

買おう、
食べよう、
福祉の味

（10：00～）

子ども
遊びランド

（10：00～）

宮前区に

巨大迷路
現る！

（10：00～）

知ってる？
こんな活動

（10：00～）

知って得する
さぎどり情報

パネル　
シアター

チャレンジ　
障害者スポーツ

（10：00～）

ランタン作り
（10：00～）
※11／1より
　予約受付開始

要予約

クリスマス
リース作り

（13：00～）
※11／1より
　予約受付開始

要予約

マッサージ
（13：00～）

予約不要

①10：30～

②11：30～

P1 …… 第16回  みやまえ福祉フェスティバルのお知らせ
P2 …… 買い物支援サービス事業のお知らせ
 年末たすけあい見舞金の申請受付中！
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