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裏面のボラ情に

ゴー！！

地域の豊かな暮らしを支えるボランティア活動

宮前区内では、さまざまなボランティアによって、地域の暮らしを豊かにする活動が盛んに行われています。
みなさんのお住いの地域には、お年寄りや障がいのある方、お子さんなど、多様な方が共に暮らしており、その中には、身寄り
のない方、近くにお友だちがいない方、悩みを打ち明ける相手がいない方、日常生活にちょっとした不便を感じている方など、
みなさんにも身に覚えのありそうなお困りごとや淋しさを抱えている方がいます。
そんな地域の方たちが住み慣れた町で安心して暮らし続けるため、共に集い、お互いのできることで支え合いながら、「楽し
い時間」を過ごし、人と人との繋がりを育む活動に取り組んでいます。
今回は全国にも数万か所あると言われており、宮前区内にもあるたくさんのサロン活動の
中から、一人一人が思い思いに過ごすことができる場となっている「新ミニデイいちょうの
樹」にスポットライトを当て、代表の矢澤さんを中心にお話を伺いました。

ここでのお手伝いを始めて 5～ 6年。こ
のサロンは、健康な人でも誰でも参加で
きるため、壁がなくとても楽しいよ。

ボランティアさん手作りのお食事にみんなと一緒
に食べる喜びが隠し味となって、毎回とてもおい
しく楽しい時間を過ごしています。みんなとおしゃ
べりができるだけでここに来る意味がある。年間
の写真が納められたアルバムも、なかなか写真を
撮る機会がないため、とても嬉しいです。

いちょうの樹では、利用者さんをはじめ、利用者さんのお相
手をする方、お食事作りする方、各々がそれぞれの活躍の場に
参加をされています。
あなたは地域活動にどんな形で参加されていますか？参加

者としてわいわい楽しむもよし、裏方として場づくりを支える
もよし。新たに参加のきっかけがほしい方、ぜひご連絡くださ
い。

≪新ミニデイいちょうの樹≫
代表　矢澤 寛子 氏

利用者

ボランティア

利用者さんや他の
ボランティアさんにも
お話を伺ったでござる

― 宮前区内のボランティア活動紹介 ―

活動をはじめられたきっかけは？
宮前区社協主催のヘルパー研修を受講し、研修会をいっ

しょに卒業したお友だちと、近所で行われていた「宮前ミニ
デイの会向丘」にお手伝いに行ったことがきっかけでした。
いちょうの樹の誕生はいつごろ、どのような目的で
はじめられたのですか？
平成8年6月、宮前区内で初めて、ボランティア団体が立ち

上げたサロン、『宮前ミニデイの会向丘』に参加されていた利
用者とボランティアの方々の要望に応じ、平成19年5月に誕
生しました。
認知症サロンであった『宮前ミニデイの会向丘』から、誰で

も気軽に参加できるようにと、新しい名前を向丘出張所の大
きないちょうの樹からいただき、「新ミニデイいちょうの樹」
としました。
お年寄りの閉じこもり防止、個性を尊重して、ボランティ

アがコミュニケーションを図り、お互いに楽しい仲間作りの
輪を広げることを目的として、ミニデイや日帰旅行などを実
施しています。
活動を続けてこられた理由・想いを教えてください。
　サロンに参加される利用者やボランティアの仲間たちか
ら溢れる笑顔がエネルギーとなり、気負いなく、自然と続
けていきたいという気持ちが生まれてきます。「皆さんとい
ることで自分も支えられている」ため、これからも続けて
いきたいと思っています。
サロンではどんなことをやっていますか。
　お食事を中心にその前後で、季節の行事を織り交ぜなが
ら、UNOやぬり絵、ものつくり、ゲーム等を通じ、みんな
が笑顔になれる内容を考え、実施しています。

いつ・どこでやっていますか。
毎月第1水曜日　午前10時～午後2時
平老人いこいの家（宮前区平2-13-1）

サロンに参加してみていかがですか。

お問合せ　宮前区社会福祉協議会ボランティア活動振興センター　044-856-5500まで

お腹がすいた…
腹ごしらえを
するでござる♪

バルーンアートも
あるぞ！

ぼくを描きにきて
ほしいでござる♪
作品は宮前区の
HPに掲載されるで

ござる
HPに掲載されるで

赤ちゃんハイハイ
競争にレッツゴー！

さぎ
どり情報

第17回 みやまえ福祉フェスティバルのお知らせ

日時 平成30年11月25日（日）
午前10時～午後3時30分

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
!

社会福祉大会 

・有馬中学校吹奏楽演奏　　
・表彰式　
・どんどこによる太鼓演奏　　　 
・ロックそ～らん愛好会に
よる演舞
・SS cheerdance world に
よるチアダンス

・色輪っかでつなごう
・手話・点字・音声
図書等体験
・成年後見の相談
・社福）みのり会作品展示

・親子リトミック
①10：30～（3～5歳児向け）
②13：30～（0～2歳児向け）

ゴール!!ゴール
スタンプラリー

認知症フォーラム
～認知症にやさしい
　　街をつくろう～

①認知症にならないために
　できること
東京慈恵会医科大学付属
第三病院脳神経外科
石井　卓也 氏

②宮前区の取り組み
③身近な人が認知症に
　なったら
④寸劇・地域包括ケアビデオ
　上映

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

読み聞かせ隊♪
◆読み聞かせ・講演（13：30～）

昔遊びへタイムスリップ
（10：00～）

雅  音楽教室
山本　雅 氏

お絵かきコーナー

映画上映（13：30～） 
『海よりもまだ深く』
カンヌ国際映画祭パルムドール
賞受賞監督是枝氏が、夢見た未来
と少しちがう今を生きる大人た
ちに贈る感動作。

◆ボッチャ体験
（10：00～）

・体年齢測りま
せんか？
・お薬・栄養相談

まいCafeみ～や
（10：00～）

みんなで
つながろう
みやまえの輪

（10：00～）

・小鳥笛・やじろべえ作りなど
・けん玉
・あやとり

・お手玉
・おはじき  など

・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～）

レッツリトミック
“ママといっしょに
体で動かそう！”

宮前区に

巨大迷路
現る！

（10：00～）

知ってる？
こんな活動

（10：00～）

健康元気度
チェック

（10：00～）

パネル　
シアター

パラスポーツ
ボッチャって
な～に？

ランタン作り
（10：00～）
30 名限定
参加費 300円

クリスマス
リース作り

（13：00～）
30 名限定
参加費 300円

赤ちゃんサロン
（12：00～）

①10：30～
②11：30～

（10：00～）

≪テーマ≫　
親と子の心の架け橋
～読み聞かせで心豊かな子どもに～

志茂田 景樹 の

ボッチャ体験
な～に？

（10：10～）

P1 …… 第17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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検 索福祉　宮前

お気軽に
お問い合わせ
くださいでござる

856–5500

買い物支援サービス事業

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

　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借り、地域住民による運転・添乗ボランティアと
連携して、地域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、スーパーマーケットま
で送迎しています。
　　利用要件を拡大し、要支援 1・2の方にもご利用いただくことが出来るようになりました。
　　また、いずれの便も週 1回の運行に増便されるとともに、新ルートの開設も予定しています。

　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。）ご希望される方は申請手続きをお願いします。

利用対象 利用エリア・日程

◆ 対象者 ◆
平成 30 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の給付を受けている方
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（水）まで（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

要チェックだわん！

年末たすけあい見舞金の申請受付中！

　宮前区内在住の高齢者世帯または障がい者
世帯で下記のいずれかに該当する方
（１）高齢者世帯で、要介護認定を受けていない、

または要介護認定が要支援の方で、家族
等から援助などが受けられない方

（２）障がい者世帯で、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がい者であって、家
族等から援助などが受けられない方

・鷲ヶ峯̶水沢ライン／毎週水曜日
　◆菅生・菅生ヶ丘周辺
　　行先▶ロピア水沢店
・鷲ヶ峯̶平ライン／毎週水曜日
　◆初山・南平台・白幡台周辺
　　行先▶相鉄ローゼンたいら店
・アピエ̶東有馬ライン／毎週木曜日
　◆市営有馬第 1団地・県営団地・東有馬周辺
　　行先▶ライフ東有馬店
・富士見プラザ̶東有馬ライン／毎週木曜日
　◆市営有馬第 2団地・東有馬周辺
　　行先▶ライフ東有馬店
・フレンド神木ライン／毎週木曜日
　◆五所塚・高山団地周辺
　　行先▶調整中

新
利用しやすく
なったの～

ボランティア募集プラットホーム

ボランティア募集情報 みなさんの希望に
うま～くはまると
いいな

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及び 
 掃除・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）

 女性 1名（マージャン未経験者も可）

 「賭けない・飲まない・吸わない」のが原則

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

 レクリエーション 障がい
（知的）

利用者さんといっしょに絵を描いたり、
体を動かしたり、ものを作る等の活動の
お手伝い

募集期間：平成30年10月～12月末
活動場所：宮前区内

 月～金曜日で応相談

10：10～11：10　　13：45～14：45

 施設内（東有馬 5-8-10）

 男女不問

 http://www.kfj.or.jp/

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

内　容

活動日

時　間

場　所

募集人数

備　考

募集団体

　今年も川崎市内において小学生から大学生までを対象としたチャレボラ2018が開催され、
宮前区社協でも4つのプログラムを実施しました。

デイサービスでの高齢者との交流
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】

酷暑が続き、熱中症が心配されたでござ
るが、太陽よりも熱い気持ちを持って、たく
さんの受講生が一所懸命にボランティアに
取り組んだでござる。
デイサービスでの交流では、利用者の方

たちが子どもたちを優しい眼差しで、嬉し
そうに見つめる姿がとても印象的だったで
ござる。
また、認知症カフェでは積極的におもて

なしや劇に取り組む子どもたちの姿がとて
も逞しく、キッズサポーターとしての今後
の活躍に期待大でござった。
誰もが安心して暮らせる町づくりのた

め、福祉マップ作りや、落書き消しにもたく
さんの子どもが汗を流し参加してくれたで
ござる。
来年は君の参加を待ってる

でござる！

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 落書き消しボランティア体験

「夏休み福祉・ボランティア体験学習チャレボラ2018」報告

宮前区社協ボランティア活動振興センターでは
次のようなボランティアさんを募集してるでござる。

ボランティア養成講座開催情報

物品寄付募集情報

一芸ボランティア●1

●2
募集期間：平成30年10月～12月末
活動場所：宮前区内

ちょこっとボランティア

福祉施設のイベントや地域の活動で、
歌やダンス、マジック、楽器演奏など
を披露してくれる方 募集期間：平成30年10月～11月中旬

活動場所：宮前市民館など
活動内容：会場案内・誘導

イベント運営ボランティア●3

・オセロや将棋、マージャン等の相手
・トランプ・UNO等の相手
・書道や体操、折り紙、手芸の指導・補助

　11月25日（日）に開催される
「第17回みやまえ福祉フェス
ティバル」の運営ボランティアを
募集しています。

宮前区社会福祉協議会
12月

　
日　時 平成30年12月1日㈯・2日㈰終日

※認定を受けるためには２日間の受
講が必要です。

会　場 福祉パルみやまえ
対象者 第1種運転免許をお持ちの方で、

過去２年以内にその効力が停止
されていなく
①社会福祉協議会が行う移送サー
ビス事業の運転ボランティアと
して登録を希望する方

②その他NPO法人・ボランティア
団体等で活動を希望する方

参加費 3,000円
申込み 平成30年10月1日㈪

～10月31日㈬※必着
※電話にてお申し込み下さい。

電話：044-856-5500

川崎愛児園
10月
　10月13日㈯の愛児園まつりに向け、バ
ザーの献品を募集しております。
受 付 品  衣類・玩具・食品・雑貨等

※いずれも新品に限る
受付場所  愛児園事務局
　　　　  （宮前区馬絹1-24-5）

　「バザーの献品にきました」と
お声掛けください。

受付時間  午前９時～午後６時
受付締切  平成30年10月11日㈭
問 合 せ  044-855-2591

駐車場の整備
会場設営・撤収作業

●福祉有償運送運転者養成講習
　及びセダン等運転者養成講習
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③一人親世帯で児童扶養手当の給付を受けている方
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（水）まで（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

要チェックだわん！

年末たすけあい見舞金の申請受付中！

　宮前区内在住の高齢者世帯または障がい者
世帯で下記のいずれかに該当する方
（１）高齢者世帯で、要介護認定を受けていない、

または要介護認定が要支援の方で、家族
等から援助などが受けられない方

（２）障がい者世帯で、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がい者であって、家
族等から援助などが受けられない方

・鷲ヶ峯̶水沢ライン／毎週水曜日
　◆菅生・菅生ヶ丘周辺
　　行先▶ロピア水沢店
・鷲ヶ峯̶平ライン／毎週水曜日
　◆初山・南平台・白幡台周辺
　　行先▶相鉄ローゼンたいら店
・アピエ̶東有馬ライン／毎週木曜日
　◆市営有馬第 1団地・県営団地・東有馬周辺
　　行先▶ライフ東有馬店
・富士見プラザ̶東有馬ライン／毎週木曜日
　◆市営有馬第 2団地・東有馬周辺
　　行先▶ライフ東有馬店
・フレンド神木ライン／毎週木曜日
　◆五所塚・高山団地周辺
　　行先▶調整中

新
利用しやすく
なったの～

ボランティア募集プラットホーム

ボランティア募集情報 みなさんの希望に
うま～くはまると
いいな

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及び 
 掃除・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）

 女性 1名（マージャン未経験者も可）

 「賭けない・飲まない・吸わない」のが原則

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

 レクリエーション 障がい
（知的）

利用者さんといっしょに絵を描いたり、
体を動かしたり、ものを作る等の活動の
お手伝い

募集期間：平成30年10月～12月末
活動場所：宮前区内

 月～金曜日で応相談

10：10～11：10　　13：45～14：45

 施設内（東有馬 5-8-10）

 男女不問

 http://www.kfj.or.jp/

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

内　容

活動日

時　間

場　所

募集人数

備　考

募集団体

　今年も川崎市内において小学生から大学生までを対象としたチャレボラ2018が開催され、
宮前区社協でも4つのプログラムを実施しました。

デイサービスでの高齢者との交流
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】

酷暑が続き、熱中症が心配されたでござ
るが、太陽よりも熱い気持ちを持って、たく
さんの受講生が一所懸命にボランティアに
取り組んだでござる。
デイサービスでの交流では、利用者の方

たちが子どもたちを優しい眼差しで、嬉し
そうに見つめる姿がとても印象的だったで
ござる。
また、認知症カフェでは積極的におもて

なしや劇に取り組む子どもたちの姿がとて
も逞しく、キッズサポーターとしての今後
の活躍に期待大でござった。
誰もが安心して暮らせる町づくりのた

め、福祉マップ作りや、落書き消しにもたく
さんの子どもが汗を流し参加してくれたで
ござる。
来年は君の参加を待ってる

でござる！

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 落書き消しボランティア体験

「夏休み福祉・ボランティア体験学習チャレボラ2018」報告

宮前区社協ボランティア活動振興センターでは
次のようなボランティアさんを募集してるでござる。

ボランティア養成講座開催情報

物品寄付募集情報

一芸ボランティア●1

●2
募集期間：平成30年10月～12月末
活動場所：宮前区内

ちょこっとボランティア

福祉施設のイベントや地域の活動で、
歌やダンス、マジック、楽器演奏など
を披露してくれる方 募集期間：平成30年10月～11月中旬

活動場所：宮前市民館など
活動内容：会場案内・誘導

イベント運営ボランティア●3

・オセロや将棋、マージャン等の相手
・トランプ・UNO等の相手
・書道や体操、折り紙、手芸の指導・補助

　11月25日（日）に開催される
「第17回みやまえ福祉フェス
ティバル」の運営ボランティアを
募集しています。

宮前区社会福祉協議会
12月

　
日　時 平成30年12月1日㈯・2日㈰終日

※認定を受けるためには２日間の受
講が必要です。

会　場 福祉パルみやまえ
対象者 第1種運転免許をお持ちの方で、

過去２年以内にその効力が停止
されていなく
①社会福祉協議会が行う移送サー
ビス事業の運転ボランティアと
して登録を希望する方

②その他NPO法人・ボランティア
団体等で活動を希望する方

参加費 3,000円
申込み 平成30年10月1日㈪

～10月31日㈬※必着
※電話にてお申し込み下さい。

電話：044-856-5500

川崎愛児園
10月
　10月13日㈯の愛児園まつりに向け、バ
ザーの献品を募集しております。
受 付 品  衣類・玩具・食品・雑貨等

※いずれも新品に限る
受付場所  愛児園事務局
　　　　  （宮前区馬絹1-24-5）

　「バザーの献品にきました」と
お声掛けください。

受付時間  午前９時～午後６時
受付締切  平成30年10月11日㈭
問 合 せ  044-855-2591

駐車場の整備
会場設営・撤収作業

●福祉有償運送運転者養成講習
　及びセダン等運転者養成講習
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来年は君の参加を待ってる
でござる！

【障がいハンディキャップ編】【障がいハンディキャップ編】【障がいハンディキャップ編】【障がいハンディキャップ編】【障がいハンディキャップ編】【障がいハンディキャップ編】



宮前・ボランティア活動情報
【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
TEL.044-856-5500 ／ FAX.044-852-4955

目 次

見るで
ござる

裏も
見るワン！

地域の豊かな暮らしを支えるボランティア活動

宮前区内では、さまざまなボランティアによって、地域の暮らしを豊かにする活動が盛んに行われています。
みなさんのお住いの地域には、お年寄りや障がいのある方、お子さんなど、多様な方が共に暮らしており、その中には、身寄り

のない方、近くにお友だちがいない方、悩みを打ち明ける相手がいない方、日常生活にちょっとした不便を感じている方など、
みなさんにも身に覚えのありそうなお困りごとや淋しさを抱えている方がいます。
そんな地域の方たちが住み慣れた町で安心して暮らし続けるため、共に集い、お互いのできることで支え合いながら、「楽し

い時間」を過ごし、人と人との繋がりを育む活動に取り組んでいます。
今回は全国にも数万か所あると言われており、宮前区内にもあるたくさんのサロン活動の

中から、一人一人が思い思いに過ごすことができる場となっている「新ミニデイいちょうの
樹」にスポットライトを当て、代表の矢澤さんを中心にお話を伺いました。

ここでのお手伝いを始めて 5～ 6年。こ
のサロンは、健康な人でも誰でも参加で
きるため、壁がなくとても楽しいよ。

ボランティアさん手作りのお食事にみんなと一緒
に食べる喜びが隠し味となって、毎回とてもおい
しく楽しい時間を過ごしています。みんなとおしゃ
べりができるだけでここに来る意味がある。年間
の写真が納められたアルバムも、なかなか写真を
撮る機会がないため、とても嬉しいです。

いちょうの樹では、利用者さんをはじめ、利用者さんのお相
手をする方、お食事作りする方、各々がそれぞれの活躍の場に
参加をされています。
あなたは地域活動にどんな形で参加されていますか？参加

者としてわいわい楽しむもよし、裏方として場づくりを支える
もよし。新たに参加のきっかけがほしい方、ぜひご連絡くださ
い。

≪新ミニデイいちょうの樹≫
代表　矢澤 寛子 氏

利用者

ボランティア

利用者さんや他の
ボランティアさんにも
お話を伺ったでござる

― 宮前区内のボランティア活動紹介 ―

活動をはじめられたきっかけは？
宮前区社協主催のヘルパー研修を受講し、研修会をいっ
しょに卒業したお友だちと、近所で行われていた「宮前ミニ
デイの会向丘」にお手伝いに行ったことがきっかけでした。
いちょうの樹の誕生はいつごろ、どのような目的で
はじめられたのですか？
平成8年6月、宮前区内で初めて、ボランティア団体が立ち
上げたサロン、『宮前ミニデイの会向丘』に参加されていた利
用者とボランティアの方々の要望に応じ、平成19年5月に誕
生しました。
認知症サロンであった『宮前ミニデイの会向丘』から、誰で
も気軽に参加できるようにと、新しい名前を向丘出張所の大
きないちょうの樹からいただき、「新ミニデイいちょうの樹」
としました。
お年寄りの閉じこもり防止、個性を尊重して、ボランティ
アがコミュニケーションを図り、お互いに楽しい仲間作りの
輪を広げることを目的として、ミニデイや日帰旅行などを実
施しています。
活動を続けてこられた理由・想いを教えてください。
　サロンに参加される利用者やボランティアの仲間たちか
ら溢れる笑顔がエネルギーとなり、気負いなく、自然と続
けていきたいという気持ちが生まれてきます。「皆さんとい
ることで自分も支えられている」ため、これからも続けて
いきたいと思っています。
サロンではどんなことをやっていますか。
　お食事を中心にその前後で、季節の行事を織り交ぜなが
ら、UNOやぬり絵、ものつくり、ゲーム等を通じ、みんな
が笑顔になれる内容を考え、実施しています。

いつ・どこでやっていますか。
毎月第1水曜日　午前10時～午後2時
平老人いこいの家（宮前区平2-13-1）

サロンに参加してみていかがですか。

お問合せ　宮前区社会福祉協議会ボランティア活動振興センター　044-856-5500まで

動動
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