
ボランティア募集情報 さぎどり情報
件　名 趣味の援助 高齢

いきいき健康マージャンの会場設営・片づけ、
掃除、マージャンのお相手など

毎週 ①火曜日または②木曜日

8：30～15：30

①鷺沼教室（鷺沼1-8-1プレール鷺沼ヴェルエスタB1F）
②宮崎台教室（宮崎台1-10 ウェル＆ウェルシーB1階）

女性２名（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

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　FAX：044-852-4955

平成30年度、さぎどりでボランティア保険の
加入手続きが始まりました！

ボランティア活動保険

ボランティア行事保険

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。 

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。 

※補償期間は加入受付日翌日から翌年の３月
　３１日まで（年度更新）

◆ ボランティア活動者向け◆

Aプラン

基本タイプ

天災タイプ
（基本タイプ+
地震・噴火・津波）

Bプラン

350円 510円

500円 710円

※補償期間は、行事開催日中となります。

◆ ボランティア及び行事参加者も補償 ◆

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 1泊2日28円

A2 A1との違い
①往復途上の補償：無
②名簿の添付　　：無

126円

A3 248円

241円

2泊3日 295円

3泊4日 300円

28円

あなたの
「何かやりたい」
という想いを活動に
つなげるでござる！

ボランティア登録のお願い
春です。温かな季節の到来に、新たな一歩を踏み出しませんか？

宮前区ボランティア活動振興センターは…
ボランティア活動を通じ、住民の皆さまに「まちづくり」に参加していただくための窓口として、各種ボランティア

の相談を行っており、相談内容に応じて、活動希望者と団体等とのコーディネートを行います。
また、当センターではボランティア登録制度を設けており、ご登録いただくことで、本会で開催するボランティア

講座のご案内や本誌での情報提供をさせていただくとともに、継続的なフォローアップを致します。

□ 地域の活動に参加してみたい
□ 人が喜んでいると自分も嬉しい
□ 他人のお世話をするのが好き
□ 特技や趣味を活かして活動したい
□ 仕事で得た技術や専門知識を地域の活動に役立てたい
□ 経験（子育て・教育・家事）を活かした活動がしたい
□ 学習会や講習会に参加してみたい
□ お仲間を見つけたい

1つでも□がついた方は、
ぜひ1回、お電話または
ご来所してほしいワン！

ワン

ワン
ボランティア相談受付中

〈時　間〉月～土曜日
 午前8時30分～午後5時

（※火・金は午後９時まで）
〈場　所〉福祉パルみやまえ
 ボランティア相談コーナー

（宮崎2-6-10 宮崎台ガーデンオフィス4階）
※毎週水・金曜日には
　専門相談員を配置しています。

〈相談員〉齋藤　準 氏　入口　茂 氏

鷺のヌーマ

犬のヌーク

宮太郎

宮前・ボランティア活動情報
【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
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利用対象

（１）高齢者世帯で、介護保険制度等の公的サービスを
 利用しておらず、家族等から援助が受けられない方

（２） 障害者世帯で、障害者総合支援法等で公的サービ
 スを利用していない、または、付添を伴わない軽
 度障害者であって、家族等から援助などが受けら
 れない方

宮前区内在住の高齢者世帯または障害者世帯で下記の
いずれかに該当する方

利用エリア・日程
■ 鷲ヶ峯ー水沢ライン
 〈毎月 第４水曜日〉
 ※菅生・菅生ヶ丘周辺

■ 鷲ヶ峯ー平ライン
 〈毎月 第２水曜日〉
 ※初山・南平台・白幡台周辺

■ アピエー東有馬ライン
 〈毎月 第 1・3 木曜日〉
 ※市営有馬第1団地・県営団地・東有馬町会周辺

■ 富士見プラザー東有馬ライン
 〈毎月 第２・４木曜日〉
 ※市営有馬第 2団地・東有馬町会周辺

時間【1 便】午前10：00～ 【2 便】12：20～ 【3 便】午後2：00～

申込の流れ
①賛助会員登録の確認 ➡ ②利用申込 ➡ ③申込内容の
確認 ➡ ④結果通知 ➡ ⑤利用の予約 ➡ ⑥利用
※ご利用には、賛助会員（年間 1,000円以上）の登録が必要です。

宮前区社会福祉協議会では、地域の社会福祉法人施設から
車両をお借りし、地域住民による運転・添乗ボランティア
さんと連携し、宮前区内にお住いのお年寄りや障がいの
ある方々に近くの乗合所からご乗車いただき、
最寄のスーパーマーケットまで送迎しています。
ぜひご利用ください。

お買い物にでかけませんか？

詳しくは、宮前区社協までお問い合わせください。　電話：044-856-5500

買い物支援サービス事業

行先▶ロピア水沢店

行先▶ライフ東有馬店

行先▶ライフ東有馬店

行先▶相鉄ローゼンたいら店

富士見プラザ

ー

東有馬ラインが
増便したで

ござる

スーパー

乗合所

事前に
利用申込が必要です！

馬のマリーヌ

宮太郎

宮前区役所

ムラタ酒店

東京
三菱
銀行

歩道橋 尻手黒川線

至 溝の口

宮崎

馬絹

花園橋

宮前平 宮崎台

国道246号

福祉パル

宮前老人
福祉センター

(川崎市宮前区社会福祉協議会)

花園橋北

社会福祉法人 川崎市宮前区社会福祉協議会
宮前区宮崎2－6－10  宮崎台ガーデンオフィス4階
電話：044-856-5500　FAX：044-852-4955
http://www.kawasaki-shakyo.jp/miyamae/

福祉　宮前 検索

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 宮崎台ガーデンオフィス 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

社 協 だ よ り
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福祉教育事業のご紹介

宮前区社協では、地域の支え合いによる心豊かな
地域づくりのため、学校や町会・自治会、職員研修
等の福祉教育を支援しています。
「福祉について学んでみたいけど、どんな内容に
したらいいのか分からない」「体験学習に何を取り入
れたらいいのか分からない」「当事者の方のお話が
聞きたい」などの相談に応じています。

今年度から宮崎中学校では１学年を対象に福祉教育
の授業を行っています。
ゲストティーチャーのお話と体験を1セットとして、
車いす・視覚障がい、聴覚障がい、高齢者、認知症サポー
ター養成講座、妊婦体験の 6つのプログラムの中から、
1つを選択し、プログラムに取り組みました。
当日は、宮前第 3 地区社協の方たちや地域の赤ちゃ
ん連れのママさん等にもご協力をいただきながら、
多様性を分かち合い、地域の「みんなの幸せ」について
考えました。

相談から実施まで

福祉教育実践報告プログラム内容例

生活や学習の中で、「自分のしあわせ」
と「みんなのしあわせ」を共に考え、
それぞれの人の考え方、生き方を
尊重しながら、一緒に支え合い、
「ともに生きる力」を培うことです。

地域特性や対象者に合わせて、どの
ようなテーマが良いか、効果的な
学習方法を共に考えます。

相 談

体験内容に応じて、ゲストティー
チャー（当事者）の紹介や体験セット
等の貸出の申込をお願いします。

申 込

申込内容に応じて、当事者の方や
ボランティアグループ、福祉の専
門職等をご紹介し、実施日の調整
を行います。

紹介・調整

体験に係わるゲストティーチャー等
と内容や準備物等の確認を行い
ます。

確 認

講話や体験等の実施。
学んだことや感じたことを振り
返ってみましょう。

実 施

さぎどりで、プログラムの企画の
段階からお手伝いします！

妊婦体験 認知症サポーター養成講座

車いす体験 高齢者疑似体験

宮前区社協貸出セット

福祉教育とは？

●車いす

肢体不自由 車いすユーザーのお話1
車いす体験2

視覚障がい

盲導犬ユーザーのお話3
白杖ユーザーのお話4
ガイドヘルパー体験5
点字体験6

聴覚障がい 聴覚障がいのお話7
手話体験8

障がい全般 障がい者サポーター養成講座9

高齢者

妊　婦

高齢者の特徴のお話10
高齢者疑似体験11
認知症サポーター養成講座12
助産師のお話13
妊婦体験14
赤ちゃんとのふれあい15

5台 介助・自走式
●高齢者疑似体験セット 5 セット S・L サイズ

●妊婦体験セット
※貸出期間は 1週間です。

2 セット

鷺のヌーマ

馬のマリーヌ

2



検 索福祉　宮前川崎市宮前区社会福祉協議会　地域課
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

なかよしサロン
日　時：第2水曜
 午後1 時～3時
場　所：338ホール
 （宮前区野川 338）
対　象：どなたでも
参加費：200 円
内　容：おしゃべりを楽しんだり、イベントとして、消防
 署の方の講話やフルート・三味線の演奏、紙芝
 居等を行っています。
主　催：宮前第 1 地区民生委員児童委員協議会
連絡先：和田　昭江　TEL.044-755-9196

鷺沼仲よしサロン
日　時：第 2・4 月曜
 午後 1 時半～ 3 時半
場　所：鷺沼会館
 （宮前区鷺沼 1-18-1）
対　象：どなたでも
参加費：100 円（手工芸に参加される場合には別途材料費）
内　容：月 3 回の中で、講話・体操・手工芸などを行
 う他、作品展示も行っており、地域住民の能力
 の発揮の場にもなっています。
主　催：鷺沼町会ほか
連絡先：河野　明敏　TEL.044-853-0076

cafe連
絡会発足のお知らせ

宮前区内には、現在、地域の誰もが気軽に集い、地域交流を深めるカフェが 40（宮前区社協調べ）
あります。おいしいコーヒーを楽しみながら、皆さんもほっこり気分を味わいませんか？

宮前区内カフェ開催場所

cafe情報 お問合せ・入手先

今回は、
４つのカフェを
紹介します

宮前区内のCaféの活性化を図る
ため、情報交換や地域課題の共有、
PR活動、研修会や人材養成講座の
開催等を行っていきます。
ぜひお仲間になって、地域交流の
場を盛り上げていきませんか？

野川

鷺沼

小台
馬絹

馬絹

宮崎

宮前平

菅生

菅生ケ丘

初山

平

南平台

犬蔵

けやき平

神木

土橋

白幡台

5

2

1

1

4

6

4

2

2

5

3

2

1

1

1

1

どこのカフェもワンダフルなおもてなしであなたを
楽しませてくれるワン
ぜひ身近な地域のカフェに足を運んでほしいワン！

40のカフェ情報を集約した「まいcafeみ～やカフェ情報」も発行しています。
本会（福祉パルみやまえ）窓口または、ホームページでも情報を公開しており
ますので、お気軽にお問い合わせ、またはアクセスください。

坂の上のカフェ
しらはた

日　時：第 4 火曜　午後 1 時半～3時半
場　所：白幡台いこいの家
 （宮前区白幡台 1-13-1）
対　象：どなたでも
参加費：100 円
内　容：挽きたて豆のコーヒーと近くの福祉施設の焼き
 菓子とおしゃべりを楽しみながら、ゆったりと
 過ごしています。
主　催：坂の上のカフェしらはた運営委員会
連絡先：白幡台いこいの家　TEL.044-976-0786

カフェはなぞの
日　時：第 2 または 3 水曜
 午後 1 時～ 3 時
場　所：宮前老人福祉センター
 （宮崎 2-12-29）
対　象：65歳以上の方
参加費：100 円
内　容：認知症予防の手遊びや講話を交えながら、おい
 しいコーヒーや日本茶と手作りのお菓子で楽
 しいひと時を過ごしています。
主　催：宮前中央地区社会福祉協議会
連絡先：宮前区社会福祉協議会内　TEL.044-856-5500
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