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社協は、住民の参加により福祉のまちづくりをすすめる民間組織です
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身近な各区にオープンします

あんしんセンター

～住み慣れた地域で安心して暮らすために～
あんしんセンターは、ご自分では福祉サー
ビスの利用契約や日常的な金銭管理などに不
安のある高齢の方や、障害のある方の財産や
権利を守り、安心して日常生活を送れるよう
支援します。
（詳細は２面）

橋
「おはようございます」
明るい笑顔と会話 ピンクのエプロンが舞うミニデイケア！
地域のご理解ある温かいボランティアさんのご支援のもと、

モニカと歌、先輩先生による楽しいお話しと会話、年１回公
園散歩等のレクリエーションが行われます。
昼食のテーブルには季節を彩る花が飾られ、お弁当、飲み物、
デザートを歓談しながら美味しくいただきます。

毎月第３金曜日に東高津老人いこいの家でミニデイケア（あ
けぼの会）が楽しさと笑顔をモットーに活動しております。

午後の行事も終わり、参加者が無事帰宅すると短く感じる
１日です。

送迎にはハンディキャブ車含め４台を使用し、徒歩でも行っ

11年目に入りましたが、これからもいつものように少しで

ています。いこいの家の玄関では明るい笑顔と元気なあいさ

も「心のケア」になるよう、１人ひとりと日常会話をできる

つで出迎え、「おはようございます」と1人ひとりに声をかけ

だけ多く心がけ、
笑顔を励みにやさしい温かい心と情熱を持っ

ます。ボランティアさんのピンクのエプロンが賑やかに目立

て実行することをボランティア一同誓い合っております。

ちながらスタートです。
ミニデイケアでは保健師さんによる血圧測定とお話し、３
人グループで計画した行事、健康体操、ゲーム、踊り、ハー




高津第三地区社会福祉協議会  
ミニデイケア実施委員長 池田
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あんしんセンター
～住み慣れた地域で安心して暮らすために～
あんしんセンターでは、高齢の方や障害がある方な

※こ れまで川崎市あんしんセンター３事務所（南部・

どで、ご本人だけでは福祉サービスの利用契約や金銭

中部・北部）で実施をしてきたサービスについて、

管理に不安のある方に対して、福祉サービス利用援助・

平成20年度から、市民のみなさまにとってより身近

日常的金銭管理サービスや書類等預かりサービスの提

な相談場所となる各区社会福祉協議会での実施とな

供や、成年後見制度の手続きに関する相談など、権利

りました。また、事業名称「地域福祉権利擁護事業」

擁護に関わる相談・サービス提供をおこない、安心し

は、平成20年度より「日常生活自立支援事業」に名

て日常生活を送れるよう支援しています。ご相談は、

称変更となりました。区社会福祉協議会への事業移

お住まいの区社会福祉協議会あんしんセンターまでお

管および名称変更によるサービス内容の変更はあり

問い合わせ下さい。

ません。なお、
成年後見事業（法人後見）については、
従来どおり市社会福祉協議会あんしんセンター運営
課での実施となります。

こんな時はお気軽にご相談ください
にちじょうてき

きんせんかん り

ある

ふ じ ゆう

ふ あん

●日 常 的な金銭管理に不安がある
ぎんこう

い

●歩くのが不自由で銀行に行けない

川崎区社会福祉協議会 川崎区あんしんセンター
〒210‒0006 川崎区砂子１‒10‒2
ソシオ砂子ビル９階 福祉パルかわさき内
TEL 044‒245‒1144 FAX 044‒211‒8741
幸区社会福祉協議会 幸区あんしんセンター
〒212‒0023 幸区戸手本町１‒11‒５
さいわい健康福祉プラザ 福祉パルさいわい内
TEL 044‒556‒5082 FAX 044‒556‒5577
中原区社会福祉協議会 中原区あんしんセンター
〒211‒0067 中原区今井上町34 和田ビル１階
福祉パルなかはら内
TEL 044‒722‒6122 FAX 044‒711‒1260
高津区社会福祉協議会 高津区あんしんセンター
〒213‒0001 高津区溝口１‒６‒10
てくのかわさき３階 福祉パルたかつ内
TEL 044‒812‒5833 FAX 044‒812‒3549
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つうちょう

たいせつ

しょるい

じついん

●通帳などの大切な書類や実印を
ど

こ

わす

何処にしまったか忘れてしまう

宮前区社会福祉協議会 宮前区あんしんセンター
〒216-0033 宮前区宮崎２‒６‒10
東急宮崎台ガーデンオフィス４階

福祉パルみやまえ内
TEL 044‒856‒5788 FAX 044‒852‒4955
多摩区社会福祉協議会 多摩区あんしんセンター
〒214‒0014 多摩区登戸1763
ライフガーデン向ヶ丘２階 福祉パルたま内
TEL 044‒933‒2411 FAX 044‒911‒8119
麻生区社会福祉協議会 麻生区あんしんセンター
〒215‒0004 麻生区万福寺１‒２‒２
新百合トゥエンティワン１階 福祉パルあさお内
TEL 044‒952‒5711 FAX 044‒952‒1424
川崎市社会福祉協議会 あんしんセンター運営課
〒211‒0053 中原区上小田中６‒22‒５
川崎市総合福祉センター内
TEL 044‒739‒8727 FAX 044‒739‒8738

2008年４月号（No.541）

聴覚障害者情報文化センター

講座のご案内

①手話奉仕員養成講座
耳の聞こえない方とあいさつ、自己紹介、日常会話が出来る程度の手話を学ぶ講座です。
厚生労働省の定めたカリキュラムにしたがって、入門課程（全18回）
・基礎課程（全22回）があります。
講座だけでなく、地域の手話サークルへ通うことも併せてお勧めします。
会場

講座

聴覚障害者
情報文化センター
川崎区又は
高津区

入門
基礎
入門
基礎

申込み
説明・選考会
往復葉書
4/19（土）10：00 ～
4/12必着 国際交流センター
往復葉書
10/4（土）13：30 ～
9/27必着
詳細は未定。
主催団体へFAXにてお問合せを。

講座日程
5/10 ～ 9/20
毎週土曜 13：30 ～
10/11 ～平成21年4/11
毎週土曜 13：30 ～

主催・問合せ
NPO法人
川崎市ろう者協会
〒211-0037
中原区井田三舞町14-16
情文センター 団体交流室内
FAX 044-752-5559

②手話通訳者養成講座
耳の聞こえない方と手話の分からない方とのコミュニケーションの橋渡しをする、
「手話通訳者」としての知識
や技術を学ぶ講座です。双方へ必要な情報提供をすることも役割の一つです。
基本課程（全18回）
・応用課程（全18回）
・実践課程（全７回）を修了し、年１回（12月）に行なわれる「全国
手話通訳者統一試験」を受験し合格すると、川崎市の登録手話通訳者として活動が出来ます。
講座
基本課程
応用課程
実践課程
統一試験

申込み
往復葉書
10/15必着
往復葉書
5/7必着
往復葉書
9/24必着
12月６日（土）

説明・選考会

講座日程
主催・問合せ・会場
10/29 ～平成21年3/18
10/22 18：30 ～
聴覚障害者情報文化センター
毎週水曜 18：30 ～
〒211-0037
5/21 ～ 9/24
5/14 18：30 ～
中原区井田三舞町14-16
毎週水曜 18：30 ～
TEL 044-798-8800
10/5 ～ 11/16
FAX 044-798-8804
10/1 18：30 ～
毎週日曜 13：00 ～
※基本・応用・実践課程すべて修了した方が受験できます。

③要約筆記奉仕員養成講座・パソコン要約筆記者養成講座
中途失聴・難聴者の方が参加する様々な場面において、話し手の意図をつかんで要約し、手書きやパソコンで
筆記・表示をすることで、耳の聞こえにくい方へ情報を伝える「要約筆記」を学ぶ講座です。手書き基礎課程（全
12回）
・手書き応用課程（全10回）
・パソコン基礎課程（全10回）があります。基礎・応用課程修了後、川崎市の
登録要約筆記奉仕員として活動が出来ます。
講座
申込み
説明・選考会
講座日程
手書き基礎課程
往復葉書
5/10（土） 5/17 ～ 8/23 毎週土曜 9：30 ～
5/6必着
10：00 ～
〃 応用課程
9/20 ～ 12/13 毎週土曜 時間未定
PC基礎課程（実技） 平成21年１月～２月開催予定 ※手書きコースの修了が必須

問合せ・会場
聴覚障害者
情報文化センター

上記講座につきましては聴覚障害者情報文化センターあて、お問合せ下さい。
川崎市聴覚障害者情報文化センター
http://home.s06.itscom.net/k-joubun/
〒211-0037 川崎市中原区井田三舞町14-16
TEL 044-798-8800 FAX 044-798-8804
火曜～土曜／９：00 ～ 21：00 日曜／９：00 ～ 17：00 月曜・祝日休館

「赤十字活動へのご支援を」
日本赤十字社は、｢人道と博愛｣の赤十字精神に基づき、災害救護活動・血液事業・奉仕団活動・社会福祉活動な
どを行っております。
日本赤十字社では、これらの活動を資金面から支えていただくため、５月に｢赤十字社員増強運動｣を展開します。
社員の納める資金により、赤十字活動は支えられておりますので、この充実と拡大を図るため、多くの市民の方々
に社員になっていただきますようお願いいたします。
日本赤十字社川崎市地区本部
（事務局 川崎市健康福祉局地域福祉課） TEL

044-200-2628

日本赤十字社川崎市各区地区・分区
（事務局 各区役所地域保健福祉課企画担当・各地区健康福祉ステーション管理係）
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平成 19 年度赤い羽根共同募金のお礼

内 訳

毎年、赤い羽根共同募金にご理解とあたたかいご協力をいただきありがとうございます。
平成19年度も、市民の皆さまをはじめ、町内会・自治会、企業、学校、民生委員児童委
員協議会等、各種団体のご協力により、
189,426,167円（別表参照）のご寄付をいただきました。
皆様方のご協力に心よりお礼申し上げます。
皆さまから寄せられた寄付金は、配分計画にもとづき、神奈川県共同募金会を通じて民
間の社会福祉施設や障害者地域作業所、社会福祉協議会、市内地
域の福祉ニーズをもつ方々等に配分されます。
（単位 円）
平成19年度共同募金実績額
地域における福祉ニーズの多様化から福祉サービスも多岐にわ
募 金 種 別
実 績 額
たり、地域では様々な在宅福祉団体や当事者団体が活動し、その
一般募金
118,012,384
需要も高まっています。その活動を支える共同募金への期待はさ
戸別募金
88,822,529
らに大きくなっています。
法人募金
8,202,048
神奈川県下において、様々な要因から共同募金の寄付金は減少
街頭募金
8,302,626
傾向にありますが、皆さまからの寄付が地域の福祉活動を支えて
校内募金
3,117,905
います。今後もあたたかいご協力を賜りますよう心からお願い申
職域募金
2,489,525
し上げます。
その他募金
7,077,751
年末たすけあい募金




社会福祉法人神奈川県共同募金会川崎市支会連合会
TEL 044–739–8716 FAX 044–739–8737

合

計

71,413,783
189,426,167

平成20年２月12日現在

福祉の職場を希望している方に朗報！

「平成 20 年度福祉施設等就職相談会」
川崎市社会福祉協議会 川崎市福祉人材バンクでは
今年も「福祉施設等就職相談会」を開催いたします。
当日は、平成20年度中又は21年４月採用予定の施設や
団体の人事担当者と直接面談が出来ます。また、専門
相談コーナーも設けています。
福祉の職場へ就職を希望する方、興味のある方に
とってはとても貴重な機会です。是非、ご参加くださ
い。
日 時 ７月５日（土） 13：00 ～ 16：30
12：30より資料配布、受付は15：50終了
会 場 川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）
７階

JR南武線「武蔵中原」駅 徒歩１分
※駅より直結の連絡通路有り
○予約不要・参加費無料
○面接に際しては就職相談会用「求職カード」が必要
になります。当日会場に用意してありますが、事前
に人材バンクで配布しています。
○参加予定の施設・団体名等は事前に川崎市社会福祉
協議会ホームページ（アドレスは当広報紙１面上に
掲載）にてお知らせいたします（６月下旬頃掲載予
定）
。
問合せ 川崎市福祉人材バンク
TEL 044-739-8726 FAX 044-739-8740

福祉のお仕事を紹介しています

福祉用具の展示や研修を行っています

本会川崎市福祉人材バンクでは福祉のお仕事を紹介しています。
介護職員、支援員・相談員、ホームヘルパー、看護職員など福祉関
係の求人を取り扱っております。川崎市内の福祉関係のお仕事をお
探しの方、職員の募集をお考えの事業所様はお問い合わせください。

本会川崎市高齢社会福祉総合センターでは福祉関係書籍・ビデオ
の貸出しや、福祉用具の展示を行っています。また、市民の方を対
象とした「ホームヘルパー研修」や、福祉現場で活躍されている方
を対象とした様々な研修も実施しています。

川崎市総合福祉センター５Ｆ
TEL 044-739-8726 FAX 044-739-8740
開所時間：9：00 ～ 17：00
受付時間：9：00 ～ 11：45・13：00 ～ 16：30
開 所 日：月～金曜・第１土曜
詳細は電話でお問い合わせいただくか、本会HPにて。（ア
ドレスは１面）

多摩区長沢2-11-1
TEL 044-976-9001 FAX 044-976-9002
詳細は電話でお問合せいただくか、本会ホームページにて。
（アドレスは１面）

この広報紙は一部共同募金の配分金で発行されています。

