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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

あけましておめでとうございます
皆様には日ごろから社会福祉協議会の事業推進に多大の
ご支援とご協力を賜りまして厚くお礼申し上げます。

援、日常生活への復興支援に
対応すべく「災害発生時対応

現在、我が国の福祉を取り巻く環境は、これまでにない

マニュアル」を作成し、その

大きな社会構造の変化の波にさらされ、変革の時代を迎え

活用について検討するととも

ております。

に、関係機関との連携、職員

川崎市でも、急速な都市化の進展による20代後半から30
代前半の年齢層を中心とする転入者の増加を背景に、安心

の育成に取り組んでおりま
す。

して子育てができる地域づくりが必要になる一方で、団塊

また、昨年４月には高齢者

の世代といわれる方々が第２弾の大量定年を迎え、その豊

や障害者の権利擁護にかかわ

富な経験や知識を発揮できるような地域づくりも求められ

る「あんしんセンター」をよ

ております。さらには、昨年６月の「岩手・宮城内陸地震」、

り身近な相談機関として活かせるよう、各区社会福祉協議

８月末に各地で起きた「豪雨災害」など、頻繁に発生して

会に開設し、７区展開を図ったところでございます。

いる災害への地域における取り組みも急務の課題となって
おります。
こうした背景と、本会では
災害への取り組みとして、昨
年川崎市などと災害発生時に
おける「災害ボランティアセ

本年も市民が主体となって地域福祉推進に参画する「福
祉のまちづくり」の実現を目指す所存でございます。皆様
のご協力をお願いするとともに、ご指導、ご鞭撻をいただ
きますよう、切にお願い申し上げます。
末筆となりましたが、皆様のご多幸とご健勝をお祈りし、
年頭のご挨拶とさせて頂きます。

ンター」の立ち上げにかかる

社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

協 定 書 を 締 結 し、 被 災 者 支

会長

斉藤

二郎

橋
はじめまして
相談ボランティアサークル
『こかげ』
です

ている事や悩んでいる事の相談に寄り添い、耳を傾け、サポー

私達、相談ボランティアサークル『こかげ』は、平成18年

相談したいと思っている方は、誰に聞けばいいのか、どこ

度に麻生区社会福祉協議会で開催した「相談ボランティア養

に行って聞けばいいのかと、
話を聞いてもらう前の段階で困っ

成講座」の受講者を中心に16名で結成されました。

ている方も多いと感じております。

麻生区社会福祉協議会の中の一隅にコーナーを設置し、麻
生区民の皆さんのお役に立てればとの思いで開設したのです。
「福祉・ボランティアに関しての情報提供」や「子育て・介

トし、ゆっくりとお話を聴ける空間を提供したいと思ってお
ります。

ボランティアサークルによる相談コーナーですから、おしゃ
べりをする気持ちでお越し下さい。
☆日

相談に来られた皆さんが、樹々の『こかげ』にいる時のよ
うに、ゆとりある時間を過してもらいたい…。そして、困っ
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10時〜 15時

(祝日・年末年始除く)

護に関しての相談」等の内容に対しての相談窓口となってお
ります。

時：毎週月・金曜日

☆場

所：麻生区社会福祉協議会内（福祉パルあさお内）
新百合21ビルの１階です。
相談ボランティアサークル 『こかげ』
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あけましておめでとうござ
います。
新年を迎え、今年一年が明
るい話題にあふれた良い年に
なることを期待いたしますとと
もに、皆様の御健勝と御多幸
を心からお祈り申し上げます。
全国的に人口が減少してい
る中、本市においては、この
ところ人口の増加が続いてお
り、年内には140万人を超え
ることが予測されています。
また、市民アンケートでは、
「これからも川崎に住んでいたい」という方の割合が、こ
の５年間で10ポイントも増加し、約７割となっています。
これまで、
「川崎再生フロンティアプランの着実な推進」
「行財政改革の断行」「自治基本条例に基づく市民本位のま
ちづくり」を三本柱として市政運営を行なってまいりまし
たが、その成果が着実に現れつつあるものと感じます。
子どもから高齢者まで幅広い世代の方々に、安全で安心
に川崎のまちで暮らしていただけるよう、これまで保育所
や特別養護老人ホームの整備などに積極的に取り組んでま
いりました。しかしながら、待機児童の課題なども残され
ておりますので、総合的な子ども支援施策や高齢者福祉施
策を一層充実させてまいります。
また、
経済環境が厳しさを増す中、本市では、いち早く「緊
急経済対策本部」を設置し、中小事業者の経営支援のため
の施策を実施してきたところですが、引き続き、地域経済

の活性化に向けた取組を進めてまいります。
さらに、低炭素社会への移行が国際社会の喫緊の課題と
なる中、本市がこれまで蓄積してきた高度で多様な環境技
術を活かし、国際貢献につなげ、併せて市内産業の活性化
を図るため、この２月には「川崎国際環境技術展」を開催
いたします。
今年は、都市機能を高める拠点整備の取組も目に見える
形で進んでまいります。川崎駅周辺では、西口の再開発に
続き、東口において魅力ある景観の創出やバリアフリー化
に向け、駅前広場の整備に着手いたします。武蔵小杉駅周
辺では再開発が進み、新たな街なみが誕生しつつあります
が、この春には中原市民館をオープンするとともに、横須
賀線新駅の開業に向けて整備を進めてまいります。また、
登戸・向ケ丘遊園駅周辺では、区画整理事業を着実に進め、
向ケ丘遊園駅の連絡通路の整備に向けて取り組んでまいり
ます。
本市は、多摩川や多摩丘陵を軸とした豊かな自然、開館
５周年を迎えるミューザ川崎シンフォニーホールをはじめ
とする音楽・映像などの文化芸術資源、川崎フロンターレ
などのスポーツ資源、さらには国内外で活躍する多彩な人
材に恵まれています。
今年は、ゴールデンウィークに新百合ケ丘駅周辺で、大々
的な「しんゆり芸術祭」が開催されるなど、引き続き、活
力と魅力いっぱいの元気都市・川崎の姿にお目にかかれる
ことと思います。市民の皆様の御理解と御協力を賜りなが
ら、今年の市政を進めてまいります。
川崎市長

阿部

孝夫

「第 35 回川崎市保育まつり」開催
去る11月５日（水）
、とどろきアリーナを会場に「第
35回川崎市保育まつり」を開催しました。来春、市内
の保育園を卒園する園児約2,550名が集まり「交通安全
防犯教室」
「体操」
「ゲーム」などがおこなわれ、こど
もたちにとって思い出に残る一日となりました。
保育まつりは、保育園の子育て支援センターとしての
役割を広く地域に理解していただくことも目的として
おり、当日は地域の幼児にも多くの参加がありました。
次世代を担うこどもたちが健やかに成長していくた
めの推進役として、保育園に対する期待はますます高
まっています。

「第 27 回川崎市保育研究大会」開催
去る10月23日（木）
、高津市民館を会場に「第27回川崎市保育研究大会」を開催しました。講演
では用賀アレルギークリニック院長の永倉俊和先生に「アレルギー児への対応とメンタルケアに
ついて」をテーマにご講演いただきました。また、研究発表では２つの会場に別れ、保育園関係
者が日頃の研究の成果を４つの研究テーマで発表しました。
この大会は次代を担うこどもたちの幸せを守り、保育園の果たすべき役割とその機能、保育内
容について、共に学びあうことを目的として開催しています。当日は市内の公私立保育園の関係
者だけでなく、民生委員児童委員、小学校教員の参加もあり、大変充実した大会となりました。
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去る10月29日（水）
、中原区の総合
福祉センター（エポックなかはら）に
おいて「第46回川崎市社会福祉大会」
を開催しました。
この大会は、市内で福祉活動に携
わっている方々が集い、社会福祉活動
の一層の推進を誓うとともに、社会福
祉に貢献された方々の功績をたたえる
ことを目的に開催しているもので、当
日は民生委員児童委員、保護司、区・
地区社会福祉協議会、社会福祉施設、
団体の関係者、ボランティア等、約
1,000人の方が参加されました。

第１部

顕彰式典

曽禰純一郎副市長、本会の斉藤二郎会長から社
会福祉に貢献された方々へ表彰状と感謝状の授与
が行われました。
表彰された方々の数はつぎの通りです。
川崎市長表彰
【社会福祉団体役員】
【社会福祉施設従事者】
【ボランティア活動等】

12名
71名
５団体

第２部

記念講演

『60からがおもしろい
〜夫婦のための定年塾〜』
著書「定年漂流」や「定年夫はなぜこんなにじゃまなの

35名
３名・１団体

か」などを出版し、『定年塾』代表でもある作家の西田小
夜子氏をお招きし、記念講演を行いました。
第２の人生を楽しく快適に過ごしていくための秘訣につ
いて、定年後の生き方や夫婦のあり方をご自身の体験談や
ユーモアを交えてお話されました。男女の特性を踏まえた

８団体
１名・３団体

うえでのお話は会場の共感を呼び、時折笑い声に包まれて
和やかな雰囲気での講演会となりました。

また、多額金品寄贈者３名・11団体に感謝状が
贈呈されました。

講演会の最後には会場からの質問もお受けして、予定閉
会時間を過ぎるほど盛会のうちに幕を閉じました。

川崎市社会福祉協議会会長顕彰
【地域福祉活動への貢献者】
【福祉施設への援助・奉仕】
【ボランティア活動等】
【継続寄附金品寄贈者】

〜介護いきいきフェアを
開催します〜
日
会

時：３月６日（金） 11：00 〜 16：30
場：高津市民館（ノクティ２ 12階）
ＪＲ南武線武蔵溝ノ口駅・東急田園都市線溝の口駅徒歩２分
内
容：山口美江氏（タレント）によるトークショー、認知症寸劇、福祉機器の展示等
※入場は無料です。
問合せ先：在宅サービス課
ＴＥＬ ７３９−８７２１ ＦＡＸ ７３９−８７３７

3

No-544.indd 3

2008/12/11 11:00:12

2009年1月号（No.544）

Ȍ٥ڒᇩᇐɽ˂ʑɭʗ˂ʒ੫ᚓᆅεᴥоᩌɽ˂ʃᴦȍ

Žক̿ފ឴žɥୈțɞ٥ڒ
ᵻ̾ȲȽᇋ͢ץᭉȻȽȶȹȗɞŽক̿ފ឴žȞɜǾ٥
ڒȺɁୈțնȗɗɅȻɝɅȻɝȟ٥ڒɁˢ׆ȻȪȹȺȠ
ɞȦȻɥᐎțȹɒɑȮɦȞǿɼʃʒȾŽক̿ފ឴žɁछ
̜ᐐᴯջɥȝᣊțȪǾးɥȝᝈȪȗȲȳȠɑȬǿᵻ
ஓǽᴷᴯఌᴴஓᴥ٠ᴦᴶᴷᵻᴷ
͢ǽکᴷ፱նᇩᇐʅʽʉ˂ᴥɲʧʍɹȽȞɂɜᴦᴴ᪡
ǽǽǽǽቼᴰ͢ឰ
ផǽ࢙ᴷʦʳʽʐɭɬɺʵ˂ʡȈȬȭɁ͢ȉ
ǽǽǽǽ͍᚜ǽᦣజগފ
ߦǽ៎ᴷᇩᇐᐳɕȪȢɂ٥ڒᇩᇐ๊ӦȾଆɢȶȹȗɞǿ
ǽǽǽǽɑȲȦɟȞɜଆɢɝȲȗȻ९ȶȹȗɞǿ
ްǽ׆ᴷջᴥаᅔᬲᴦ
Վӏ៵ᴷི୳

ࢲࢳ࣊
ǽᇩᇐɁȝ̜̈́ɶɮʊʽʃȝɛɆ̬ํ͢
ஓǽᴷᴰఌᴴஓᴥ٠ᴦᴷᵻᴷ
͢ǽکᴷ፱նᇩᇐʅʽʉ˂ᴥɲʧʍɹȽȞɂɜᴦᴴ᪡
ǽǽǽǽቼᴰ͢ឰɎȞ
юǽ߁ᴷˁᇩᇐ̷యʚʽɹɗ̷ӦտǾᇩᇐးکɁ᪨
ǽǽǽǽǽȾȷȗȹɁផᏲ
̙ް ǽ
ǽǽǽǽˁ߿ᐳఖᐐȻࢍюஃᜫˁ̜ഈᐳ׆ኄȾɛɞ
ǽǽǽǽǽ̬ํ͢
ǽǽǽǽˁᇩᇐ̷యʚʽɹᐳ׆Ⱦɛɞ߿ᐳᄾᝬȝɛɆ
ǽǽǽǽǽ̷ᇝᩣᜄɽ˂ʔ˂ɁᜫᏚ
ߦǽ៎ᴷқɔȹᇩᇐɁ̜̈́ɋɁ߿ᐳˁᢆᐳɥᐎțȹȗɞ
ǽǽǽǽᴥᇋ̷͢ˁޙႆ˪ץᴦ
ްǽ׆ᴷջ
Վӏ៵ᴷི୳

↳ㄟวߖవ
ࠢࡦࡃ᧚ੱޓ

㨀㧱㧸 㧣㧟㧥㧙㧤㧣㧞㧢
㧲㧭㨄 㧣㧟㧥㧙㧤㧣㧠㧜

川崎市聴覚障害者情報文化センター
相談できる

ろうあ者相談 難聴者相談

手話通訳派遣 要約筆記派遣

聞こえない方の家庭、生活、職場、社
会活動等での困りごとの相談に応じま
す。ご家族や関係者の方もどうぞ。
事前にご連絡ください。
ＦＡＸ ７９８−８８０４
ＴＥＬ ７９８−８８０２

聞こえない方が関わる様々な場面でコ
ミュニケーションを仲介する手話通訳
者・要約筆記者を派遣しています。
ＦＡＸでお申し込みください。
ＦＡＸ ７９８−８８０３
ＴＥＬ ７９８−８８０１
〒 211-0037 中原区井田三舞町 14-16
http://home.s06.itscom.net/k-joubun/

借りられる

派遣する

字幕・手話付きビデオ・ＤＶＤ、手話学習ビデオ、情報機
器（ＯＨＰ、ＯＨＣ、プロジェクター、磁気ループ）
、研修
室（52名まで）を利用できます。
聴覚障害者優先となります。
ＦＡＸ ７９８−８８０５

福祉のお仕事を紹介しています
「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。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。
総合福祉センター５F
TEL 739-8726 FAX 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、本会ホームペー
ジにてご覧ください。（アドレスは１面に掲載）

交流できる
ＮＰＯ法人川崎市ろう者協
会や川崎市中途失聴・難
聴者協会の事務所もあり
ます。

学べる
手話・要約筆記の講座を
開催しています。また「補
聴器講座」など聞こえに
お困りの方向けの講座も
あります。
ＴＥＬ ７９８−８８００

見に来ませんか？福祉用具！
借りてみませんか？福祉ビデオ！
高齢社会福祉総合センターでは福祉関係書籍1000冊以上、ビデ
オ500本以上の貸出し（無料）や、福祉用具の展示を行っています。
インターネットで蔵書資料（図書・ビデオ等）の検索ができます。
また、福祉に関する様々な研修（一般・専門職向け）も実施してい
ます。
多摩区長沢2-11-1
TEL 976-9001 FAX 976-9000
詳細は電話でお問い合わせいただくか、本会ホームページにてご覧
ください。（アドレスは１面に掲載）

12月29日から１月３日まで、総合福祉センターは全館休館いたします。

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。
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