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赤い羽根共同募金と年末たすけあい募金。
みなさまから寄付いただいた募金がどのように
役立てられているかご紹介します！

学校会社・商店等

町会・自治会

街頭

募金
川崎市中原区支会
募金総額：28,358,034円
赤い羽根：17,507,308円
年末：10,850,726円

送金

神奈川県共同募金会
中原区を含む県内市区町村
の福祉活動や取組み

区社協事業

（障害当事者・ボランティア
団体の支援 等）

配分

昨年度街頭募金呼びかけに協力していた
だいた丸子地区のみなさん

中原区社会福祉協議会
（区社協）

年末見舞
金配布

区内５地区
社協

地区社協事業
◦ 一人暮らし高齢者会食会
◦ 子育てサロン 等

川崎市内の各共同募金会は、赤い羽根共同募金を
川崎フロンターレと共に実施します！
赤い羽根共同募金運動の期間に限り、川崎フロンターレのマスコット「ふろん太」デザ
インの“コラボピンバッチ”や“共同募金会オリジナルクオカード”、
“共同募金会図書カー
ド”などのグッズ募金も下記にて取り扱っています。
（※数に限りがありますので、下記
までお問合わせください。
）
地域の皆さまの温かいご協力をお願いいたします。
《問合せ》
神奈川県共同募金会川崎市中原区支会（中原区社会福祉協議会内）
TEL：７２２-５５００／FAX：７１１-１２６０

ピンバッジデザイン

この機関紙は共同募金の配分金などを財源に発行しています。

月１日から始まります

１０

共同募金の仕組みとつかいみち

家庭

赤い羽根共同募金運動 にご協力 を！

赤い羽根共同募金 

社会福祉法人
川崎市中原区社会福祉協議会

☆僕たちも応援しています！☆
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シリーズ

Vol.

2 私たちこんな活動しています！

近年、中原区内では地域コミュニティの中で人々が集まるための場（コミュニティカフェ）
づくりが進んでいます。今シリーズでは中原区内のコミュニティカフェを紹介しています。

歌声喫茶すみよし

カフェすみれ
ほっと一服できる場
所があったらとの声
に、昨年１０月町内会
館にオープンしまし
た。 に ぎ や か な お
しゃべりと笑い声が
響きます。開催日に
はすみれ色の旗を立
て皆さんをお迎えし
ています。

ギターの音色に合わせ
て歌い、そして笑い、お
喋りをし、元気になっ
て帰ります。開設８年
目を迎え、出会った人
達も、すっかり歌う仲
間となっています。こ
れからも、この輪が地
域のなかで大きく広が
ればと思います。

対 象：どなたでも
申込み：不要
利用料：無料
場 所：特別養護老人ホームすみよし
日 時：偶数月第３木曜 １４時〜１５時半
問合せ：すみよし地域包括支援センター
TEL ４５５−０９８０

ごてんちょう茶屋

対 象：どなたでも
申込み：不要
利用料：１００円
場 所：木月４丁目共和会館
日 時：第３水曜 １３時半〜１５時
問合せ：木月４丁目共和会館
TEL ４３３−９７２１（月〜金午前）

発達凸凹のママ同士で楽しく語り合う会

地域にお住いの方と高
齢者の方、障害のある
方がコーヒーを通して
交流しています。小杉
御殿町にある川崎市中
部身体障害者福祉会館
を会場に、和気あいあ
いとした雰囲気の中で
開催しています。

小学生〜高校生の発達
障がい・グレーゾーン
のお子さんを子育て中
のママを対象にした気
軽な語り場です。元年
９月より開催していま
す。事前申し込みなし。
当日参加ＯＫです。一
緒に楽しい時間を共有
しましょう。

対 象：どなたでも
申込み：不要
利用料：１００円（おかわり自由）
場 所：川崎市中部身体障害者福祉会館
日 時：第１・３月曜 １３時半〜１５時（祝日なし）
問合せ：川崎市中部身体障害者福祉会館
TEL ７３３−９６７５

対 象：小学生〜高校生のママ 申込み：不要
利用料：無料
場 所：放課後等デイサービススタンプ内
（スポーツクラブエポック中原近く）
日 時：第１・３水曜 １０時〜１１時半
問合せ：横山 Ｅ emiko.yokoyama1975@gmail.com

この機関紙は共同募金の配分金などを財源に発行しています。
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年末たすけあい見舞金の
申請受付が始まります

【申請受付期間】令和元年１０月１日〜１０月３１日
中原区社会福祉協議会では、共同募金運動の一環として実施される年末たすけあい募金を財源に、地域の方へ見舞
金を配布する事業をおこなっています。
申込できる世帯に該当し、見舞金を希望される世帯は、所定の申請書に必要事項をご記入の上、該当する証明書の
写しとともに、１０月１日から１０月３１日までに郵送または来所（日曜・祝日休館）にて申請してください。配布が決定
した世帯には、１２月下旬にお住まいの地域を担当している民生委員児童委員の協力のもと見舞金をお届けします。

◆申し込みできる世帯◆

◆申請書が置いてある場所◆

令和元年１０月１日現在、中原区内在住で次の
①〜⑥いずれかに該当する方がお住まいの世帯。
①療育手帳Ａの方
②身体障害者手帳１・２級の方
③児童を監護するひとり親世帯
④災害遺児等福祉手当受給者
⑤要介護度４・５の高齢者
⑥精神障害者保健福祉手帳１・２級の方

中原区社会福祉協議会／中原区役所／障害者施設／
高齢者施設／母子福祉施設等
その他、区社協ホームページや、お住まいの地域を担当してい
る民生委員児童委員からも申請書を受け取ることができます。な
お、昨年度配分を受けた世帯には区社協より申請書を郵送します。
※申請は一世帯につき一件です。
※見舞金額は、年末たすけあい募金の実績と申請件数により毎年変動します。

◆申請受付期間◆

※生活保護を受給されている世帯は対象外となります。

令和元年１０月１日（火）〜１０月３１日（木）
※郵送の場合は１０月３１日当日消印有効

※上記①〜⑥いずれかに該当する方が施設入所や長期入
院などにより自宅に不在の世帯は対象外となります。

【問合せ・申請先】中原区社会福祉協議会地域課

第２３回

〒２１１－００６７ 中原区今井上町１－３４和田ビル１階
TEL ７２２-５５００ FAX ７１１-１２６０

なかはら福祉健康まつり
であい・ふれあい・ささえあい

日時：令和元年１１月１７日
（日）午前１０時〜午後２時
会場：中原区役所
（雨天決行）

日曜開催

屋外の様子

趣向を凝らし参加しています。
今年は玉川中学校吹奏楽部による演奏も予定しています。
来て・見て・食べて・体験して、一日楽しめるなかはら福祉健康まつり。
ぜひ、家族みんなで遊びに来てくださいね！
【問合せ先】中原区社会福祉協議会
中原区役所地域ケア推進課

TEL ７２２-５５００
TEL ７４４-３２３９

FAX ７１１-１２６０
FAX ７４４-３１９６

この機関紙は共同募金の配分金などを財源に発行しています。

です

〈去年の様子〉

今年も「なかはら福祉健康まつり」が１１月１７日（日）に中原区役所で開催
されます。
この「まつり」は区内の福祉や健康に関わる約５０の施設や団体が参加
し、実施しているイベントです。

地域の皆さんに福祉と健康づくりについて知ってもらおうと、手作り製
品の販売やバザー、模擬店、試食コーナー、楽しいゲームなど、各団体が

今年も

屋内の様子
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インフォメーション
❖ いこいの家まつり開催情報❖（地域にお住まいの方々が対象です！）
日 時
９月２０日（金）午前１０時〜
９月２８日（土）午前９時〜
９月２８日（土）午前９時２５分〜
１０月１２日（土）午前９時１５分〜
１０月２４日（木）午前９時３０分〜
１０月２５日（金）午前９時１０分〜
１０月３１日（木）午前９時４５分〜

● ● ● ● ● ● ●

会 場
丸子多摩川老人いこいの家
井田老人いこいの家
西加瀬老人いこいの家
等々力老人いこいの家
新城老人いこいの家
ごうじ老人いこいの家
中丸子老人いこいの家

問合せ

中原区社会福祉協議会
TEL：７２２-５５００
FAX：７１１-１２６０

中原老人福祉センターからのお知らせ

「いきいき健康フェア」

「健康講座」

年々衰えていく筋力の低下を防ぐため、
プロレスラーから正しい筋力づくりを学び、
しっかり歩ける体づくりへと繋げていきま
す。当日は実技もあります。

身体が元気でないと美味しさを感じたり
口から食べることができなくなったりしま
す。食の面からできることを学びます。

日時：令和元年１１月１５日
（金）１０：１５〜
場所：中原老人福祉センター 大広間
内容：
「正しい筋力づくり 〜歩ける体をつくろう〜」
講師：大原はじめ氏
（プロレスラー）
申込：先着４０名
（１０月１５日〜申込開始）

● ● ● ● ● ● ●

日時：令和元年１２月１１日（水）１０：３０〜
場所：中原老人福祉センター 大広間
内容：「口から食べる楽しみを最後まで感
じられるために知っておきたいこと」
講師：作田雅子氏（公認スポーツ栄養士・管理栄養士）
申込：先着４０名（１１月１１日〜申込開始）

＊武蔵小杉駅・武蔵新城駅から無料送迎バスあります。多数のご参加を！
お問合せ 中原老人福祉センター
（中原いきいきセンター）住所：中原区井田３－１６－２ TEL ７７７-６０００／FAX ７７７-２８３３

川崎市中部リハビリテーションセンター「第３回いだ地域交流会」
日時：令和元年１１月９日（土）１０時〜１５時 入場自由
場所：川崎市中部リハビリテーションセンター（中原区井田３－１６－１ 日吉駅よりバス１１分、元住吉駅よりバス１０分）
目的：
「いだ地域交流会」を通して、当センターのことを広く知っていただきたいと思います。
内容：太鼓などの演奏会、車いすバスケットの実演や体験、地域の協力を得た軽食や地域作業所の自主製品の販売、ゆる
キャラの参加も調整中です。その他、楽しめる企画をたくさん準備してお待ちしています。
【問合せ】川崎市中部リハビリテーションセンター

あ り が と う 温 かい 心

この機関紙は共同募金の配分金などを財源に発行しています。

令和元年６月３日〜令和
元年９月２日までの「ボラン
ティア銀行なかはら」への善
意の寄附金品は次のとおり
で す。 こ れ ら は 地 域 の 福 祉
関係団体や施設などへお贈
りしています。

【寄附金】
・東急リゾートサービス
石勝エクステリア共同事業体
川崎国際生田緑地ゴルフ場
・イトーヨーカドー労働組合
武蔵小杉支部
・イトーヨーカドー労働組合
武蔵小杉駅前支部 （
 敬称略）

福祉用具リサイクル

中 原 区 社 協 で は、 福 祉 用 具 を ゆ ず り た い

方と必要な方の橋渡しを行っています。

ゆずります

◇ポータブルトイレ◇浴室用車いす
◇シャワーチェアー◇シルバーカー
◇浴槽用すのこ◇伸縮杖◇四点杖

ゆずってください

◇車いす

７１１ １
– ２６０
FAX

《お問合せ》中原区社会福祉協議会

７２２ ５
– ５００

※先着順のためご希望に添えない場合があります。
※問合
 せ後の連絡・引き取りは当事者間で行ってい
ただきます。

TEL

TEL ７５０-０６８６／FAX ７５０-０６７１

