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発行所

川崎市中原区社会福祉協議会
川崎市中原区今井上町１－３４
和田ビル１階 福祉パルなかはら
Tel ７２２-５５００ Fax ７１１-１２６０

発行人
編 者

青木 英光
社協なかはら編集委員会

※紙面上では「社会福祉協議会」を「社協」と略して表記している箇所があります。

第十三期
中原区社会福祉協議会
正副会長・顧問就任の
おしらせ

第十三期

中原区社会福祉協議会

会長就任にあたって

中原区社会福祉協議会 会長 青木 英光
６月１日開催の中原区社協常
任委員会（書面開催）にて第
このたび、第十三期中原区社会福祉協議会会長を拝命いたしました。大変、身の引き
十三期正副会長の就任が決定 締まる思いでございます。業務執行に当たりましては、甚だ微力ではありますが、次の
点を課題として、会長業務を遂行して行きたいと考えております。
しました。
本年度は、第四期地域福祉活動計画実行の初年度に当たり、新型コロナウイルス感染
症の拡大が長期化しており、社会福祉協議会の活動や役割にも大きな変化の時を迎えて
会 長 青木 英光
おります。基本理念の「おたがいさまの心」がより一層重要となっています。そこで、
具体的な取り組みとして「誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らせる福祉のまちづく
副会長 松原 清一
り」の実現を図るため「高齢者・障がい者福祉や子育て支援などの地域福祉活動」を、
住民の皆様の視点に立って推進して参ります。
副会長 原
新次
また、これと並行して、各地区において自主的に取り組んで頂いている「地域包括ケ
アシステムの構築とその実行」についても「子どもから高齢者まで多くの人々が参加で
顧 問 永山 実幸
きるような新たな居場所づくり」に引き続きご尽力くださるようお願いいたします。
今後とも、行政、町連、地区社協、地区民児協、保護司会、社会福祉関係施設及び福
祉関係諸団体の皆様にご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

第４期地域福祉活動計画について
第４期地域福祉活動計画は「１．みんなが主役」「２．みんなにわかる」
「３．みんなでつくる」の３つの基本理念をもとに、おたがいさまの心で満ち
溢れ、だれもが住み慣れた地域でいつまでも暮らせる福祉のまちづくりの実
現を図るため、具体的な取り組みを定めています。
またこの計画は、令和３年から令和５年までの３年計画となっており、第
３期地域福祉活動計画の基本理念を受け継ぎつつ高齢者や障がい者、子育て
家庭の孤立など、地域性の変化や特性から生じる課題にも対応できるよう地
域福祉の促進に取り組んでまいります。
第４期地域福祉活動計画では特に要である３つの重点目標を掲げています。

川崎市中原区社会福祉協議会
第４期地域福祉活動計画

【第４期地域福祉活動計画の重点目標】
１ 地域福祉活動拠点の設置
２ 人材育成の促進
３ 災害時の対応と連携
おたがいさまの心で満ち溢れるなかはらの福祉は、中原区社会福祉協議会
のみで進められるのではありません。広く区民の皆さまに周知啓発を行うと
ともに、様々な立場の方と一緒になって地域課題の解決に取り組んでいく体
制を築いてまいりたいと考えています。
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。

川崎市中原区社会福祉協議会
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シリーズ

Vol.

4 私たちこんな活動しています！

このシリーズ企画では、中原区内７か所の「いこいの家」の紹介をしています。
「いこいの家」とは、地域の高齢者のふれあいや生きがいの場としての機能に加え、高齢者を地域で支え合い、助け合ってい
くための福祉活動の拠点機能を併せもつ施設です。川崎市内在住の満６０歳以上の方ならどなたでもご利用いただけます。
※「いこいの家」は「老人いこいの家」の愛称です。

（お近くの老人いこいの家についてのお問合せはこちら；中原区社会福祉協議会電話番号：０４４－７２２－５５００）

ごうじ老人いこいの家

一般利用

教養講座

最寄り駅のＪＲ中原駅から中原街道を小杉十字路に向かい徒
歩７～８分、右に入り、すぐの所にあります。小杉十字路バス
停からも徒歩５～６分です。鉄筋２階建てミントグリーン色の
建物です。１階に大広間、２階にはクラブ室、談話室、多目的
スペースがあり、日当たりも良くのんびり過ごせます。
教養講座には、体操・英語・民謡があり、皆様熱心で、楽し
く活動されています。自主講座は、体操・太極拳・合唱・折り
紙・脳トレ・詩吟・民舞と、多様で、皆様活発に活動されてい
ます。フリー利用では囲碁が盛んですが、ゆっくり休憩される
方や本を借りられる方等、それぞれ過ごされています。現在は
コロナ禍のため自粛されている講座や、人数制限により、少人
数ずつに分かれて感染予防対策をとり、安心してご利用いただ
いています。
ご興味のある方は、お気軽にお問合せください。

囲碁

住所：中原区上小田中７丁目６番１８号

民謡教室の様子

電話番号：０４４－７３３－３６０８

新城老人いこいの家

教養講座

書道教室の様子

自主講座 つむぎの会～アロマと手仕事～の様子

新城いこいの家は、新城と中原のほぼ中間に位置する静かな
住宅街の中にあります。合築の子供文化センターとは、様々な
イベントを通しての交流も盛んです。
日当たりのよい庭には、四季折々の花が咲き、この夏には向
日葵の成長を楽しみにしています。館内には利用者さんの作品
展示や、季節感の演出にもひと工夫、コロナ禍でも心地良く和
む空間作りを心掛けています。
現在は、感染予防対策をとりながら、書道、手芸、パソコン、
アロマ、盆栽、踊り、フレイル予防の体操など、他にも、様々
な講座を行っています。
ご興味のある方は、お気軽にお問合せください。

住所：中原区１丁目２番４号

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。

電話番号：０４４－７５４－０２８３
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中原区社会福祉協議会

令和２年度の事業報告・決算と令和３年度の事業計画・予算
事業報告・決算

令和２年度

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会との法人合併により、これまで以上にき
め細かな福祉サービスの提供に向け、取り組みを進めることとなりました。そ
の方向性を示すため、
「第３期地域福祉活動計画」の総括をもとに、令和３年度
～令和５年度を推進期間として「第４期地域福祉活動計画」を策定しました。
事業においては、コロナの影響による生活困難な方に対する生活福祉資金貸付
の窓口として通年対応し、多くの貸付を行いました。更に、ボランティア銀行
では、感染対策用品の購入等に対し、一部助成を行うことで、地域福祉活動の
支援を行いました。また、多くの人が集まる事業については、感染拡大防止の
ため、中止や縮小を余儀なくされる結果となりました。老人いこいの家・老人
福祉センターにおいては、感染拡大防止の観点から、講座や体操、囲碁将棋、
カラオケなど不特定多数の利用者が密閉空間に留まるような事業については、
上半期は中止や延期、下半期は感染対策を取りながら実施しました。

会費

寄付金

4,675,500円

264,424円

補助金 ･ 助成金
共同募金配分金
15,331,006

前期末支払資金残高
32,116,902円

受取利息
配当金収入
8,452円

助成事業

《基本目標》
●地域福祉活動の推進…地域福祉活動拠点における新たな取
り組みの検討等。
●ボランティア活動の推進…各種講座の開催、情報誌の発行等
●広報啓発活動、組織体制の強化…相談体制、ホームページ
寄付金

予備費等
15,658,745円

共同募金配分金
12,432,000円
※管理経営事業
（いこいの家・
※受託金
指定管理事業）
12,516,000円 10,577,000円

事業収入
1,275,000円
受取利息配当金収入

受託経営事業（パル・いこいの家）
290,000円
貸付事業

5,703,387円

調査研究、企画広報、連絡・調整事業

補助金・助成金
4,502,000円

収 入
66,954,745円

ボランティア活動振興事業
627,760円

の充実等
《委託事業等》
●老人いこいの家の管理運営…世代を超えた地域福祉活動拠
点としての管理運営
●貸付事業…生活福祉資金貸付事業の実施
●中原区あんしんセンター事業…福祉サービス利用援助サー
ビス、日常的金銭管理サービス等
※中原老人福祉センター事業は令和３年度より市社協に移管
されました。

300,000円

前期末支払資金残高
29,056,745円

15,434,187円

事業計画・予算

令和３年度は、第４期地域福祉活動計画の初年にあたりま
す。新型コロナウィルスの流行が収まらない中、
川崎市地域包
括ケアシステムの一翼を担うべく、事業を進めてまいります。

4,794,000円

4,416,450円

共同募金配分金事業

金品援護事業 日常生活自立支援事業
1,830,975円
172,000円

令和３年度

金品援護事業

31,000円

679,555円

地域福祉・在宅福祉活動事業
651,864円

（いこいの家・
老人福祉センター
指定管理事業）
41,436,203円

503,469円

その他の収入
2,048,000円

調査研究、企画広報、連絡・調整事業業

支 出
105,508,738円
管理経営事業

受託金
48,186,904円

会費・賛助会費

区支部運営事業
5,209,612円

●常任委員会、運営協議会等の開催
●機関紙「社協なかはら」の発行（年３回）
●ポスター掲示、リーフレット作製
●ボランティアセンターの運営
●子育て支援事業、車いす貸出事業（短期）
、
日常生活自立支援事業等各種事業の実施
●指定管理者として、老人いこいの家（区内
７ヵ所）中原老人福祉センターの管理運営

当期末支払
資金残高
29,056,745円

収 入
105,508,738円

その他の収入
84,926円

事業収入

4,337,155円

実施した主な事業活動

法人運営事業
9,701,000円

支 出
66,954,745円

4,679,000円

地域福祉・在宅福祉活動事業
1,921,000円
共同募金配分金事業
19,083,000円
ボランティア活動振興事業
1,193,000円
受託経営事業
（パル・いこいの家） 290,000円

2,040,000円

日常生活自立支援事業

助成事業

865,000円

232,000円

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。

貸付事業

715,000円
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インフォメーション

賛 助 会 員 募 集！

７月から10月は
賛助会員募集の
強化月間です

賛助会費はこのように役立ちます！

賛助会員って何？募集時期は？

どうやって賛助会員になるの？
賛助会員とは、社会福祉協議会の趣旨・目的に賛同していた
だき、会費を払うことを通して活動や運営を応援していただく
個人または団体のことをいいます。
賛助会員の募集は年間を通して行っており、なかでも７月か
ら１０月は賛助会員募集の強化月間として、地区社協関係者があ
なたのお宅にお伺いします。賛助会費は原則として一口１，０００円
からとなっています。区社協の窓口でも受付しておりますので、
お問い合わせください。
行政では解決が難しい地域の福祉課題を解決するには、その
地域にお住まいの方々の協力が不可欠です。
「忙しくてボランテ
ィアはちょっと」という方も賛助会員になることで地域福祉に
貢献することができます。社協と一緒に中原区を「住みよいま
ち」にしていきませんか？

中原区内の
地区社協の事業

中原区社協の事業

・福祉情報の提供
・ボランティア支援
・福祉教育支援
・高齢者や障害者
子育てサロン の外出支援 等

一人暮らし
高齢者会食会

高齢者に関する
勉強会・講演会

スポーツ大会

その他、多くの福祉事業に役立てられます！

社協なかはら編集委員紹介

中原区社協人事異動報告

令和２年４月１０日付けで、委員の委嘱があ
りました。

４月１日付けで職員の異動がありました。

委員長

山本

実千代

副委員長

佐野

啓子

富岡

昭三

宮内

岡野

薫

吉岡

恩地

玲子

能勢

象一郎

田邉

達夫

渡邉

新治

本間

重治

【地域課】
和田

真澄（市社協

節子

井上

真綾（川崎区社協

晃

荒井

敏和（退職）

地域課へ）

◇よろしくお願いいたします◇
清水

かおる

垣崎

南実

服部

隆行

あ り が と う 温 かい 心

令和３年３月５日から令和３年

６月５日までの「ボランティア銀

行なかはら」への善意の寄付金品

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】

石勝エクステリア共同事業体

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。

・東急リゾーツ＆ステイ

川崎国際生田緑地ゴルフ場

【寄託品】

（敬称略）

・ぐるーぷももちゃん 内山 道子



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

◇シルバーカー ◇ポータブルトイレ
◇ 車いす
（自走式） ◇ 車 い す ◇ベ
ビーカー ◇防水式ギブスカバー

ゆずってください

◇介護用ベッド（可動式）
随時募集中！ お気軽にどうぞ。

７１１ １
– ２６０

《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・引き取りは当事者同士で行って
いただきます。

FAX

総務部へ）

【地域課】

※前年度7月号（117号）がコロナの影響により休刊
となりましたので今回の掲載となっております

TEL

◇お世話になりました◇

