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川崎の社会福祉
川 崎 市 社 会 福 祉 協 議 会

作品名：苺（ちぎり絵）

作者：白幡泰子さん

所属：小田老人いこいの家
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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

平成 20年度赤い羽根共同募金のお礼
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 20年度も、市民の皆さまを
はじめ町内会・自治会、企業、学校、

て・ふれあいサロン、福祉に関する講演会などさまざ
まな地域の福祉活動に役立てられています。
今後とも、皆さまのあたたかいご支援とご協力を賜
りますよう心からお願い申し上げます。

民生委員児童委員協議会等各種団体の皆さまのご協力

平成 20年度共同募金実績表

により、184,129,705円（別表参照）のご寄付をいただき

募金種別
一般募金
（内
訳）

ました。皆様方のご協力に心よりお礼申し上げます。
集められた寄付金は、寄付のあった地域で活用され
る仕組みとなっています。皆さまから寄せられた寄付
金も、神奈川県共同募金会の配分計画に基づき、県内
の社会福祉施設や障害者地域作業所、社会福祉協議会
の事業等へ配分されます。赤い羽根マークを付けた福
祉施設の車両や、皆さまが参加される福祉講座や子育

年末たすけあい募金
合計

（単位：円）

戸別募金
法人募金
街頭募金
校内募金
職域募金
その他募金

実績額
112,477,652
87,023,887
7,640,655
8,319,693
2,982,713
3,579,768
2,930,936
71,652,053
184,129,705
平成 21年 2月12日現在

4月1日より、
「中原老人福祉センター（旧長寿荘）」がオープンします
中原老人福祉センター
住

開 館 日：月～土曜及び敬老の日の 9：00～ 16：00

所：中原区井田 3-16-2

T E L： 777-6000

（年末年始及び敬老の日以外の祝日は閉館です）

FAX：777-2833

最寄りの交通機関： 東急元住吉駅
市バス「中原老人福祉センター入口」

利用対象：市内にお住まいの 60歳以上の方
利 用 料：無

料（ただし、講座での材料費は自己負担となります）

※初めて利用する方は、身元のわかるものをお持ちください。

※設置主体は川崎市、事業運営は指定管理者として社
会福祉法人川崎市中原区社会福祉協議会となります。
事業概要
・各種講座（一般講座、学習講座）
・各種相談（健康相談、その他生活相談）
・健康増進事業（食生活講座、リハビリ教室等）
・行事（敬老のつどい等）

たくさんのご寄付ありがとうございました （平成 20年 4月〜平成 21年 2月）
■川崎市制記念多摩川花火大会出店者  川崎イベント商業協同組合様

Ｑ：寄付をするには？

■株式会社ナカコウジ  代表取締役  中小路信昭様

Ａ：まずは下記までご連絡ください。そのうえでご持

■神奈川県生命保険協会  川崎ブロック支社長会様

参または所定の口座にお振り込みくださるようお願い
いたします。（誠に恐縮ですが振込手数料は送金され

■株式会社近畿大阪銀行様

■川崎市消費者の会様

る方のご負担となります。入金を確認後、領収証を発

■市川 和夫様

■市川 マサ様

行いたします。）

■登戸混声合唱団様

■社団法人川崎市弘済会様

■株式会社埼玉りそな銀行様

■株式会社りそな銀行様

（順不同）

寄付金については所得税や法人税の優遇措置が受け
られます。
【問合せ先】
総務課

TEL：739-8710

FAX：739-8737

ご利用ください！あなたの身近な情報玉手箱

地域福祉情報バンク

福祉に関する情報を集めた地域福祉情報バンクは、
“総合福祉センター”
（エポックなかはら）の６階にあります。
■ 地域福祉情報バンクの目的
地域福祉情報バンクは、①福祉に関する情報を集め、②整理して、
③必要な方に使いやすい形で提供する、 ことを目的としています。
■ 事業内容
1．総合相談窓口
（月～金

祝祭日を除く）

①ふくし相談

2．地域の福祉情報の提供
①地域福祉情報提供サイトの構築

電話：739-8719

福祉に関連する情報を収集し、情報を一元管理、

「こんなこと聞いても大丈夫かしら？」

蓄積、更新提供する仕組みを構築し、多様化す

「少し困っているのだけれど、誰に聞いたらいい

る生活ニーズに対応した情報提供を行います。

のか…？」

現在、公開に向けて作業中です。
（平成 21年度公開予定）

福祉に関するどんな相談でもご連絡ください。

②季刊
「地域福祉情報バンク通信」の発行

来所での相談もお受けしています。

通信では、身近な地域情報や新着図書・ビデオ

どうぞ、お気軽にご相談ください。

等の情報を紹介しています。購読をご希望の方

②かわさき障害者110番

は、（電話）739-8720までご連絡ください。

電話 /FAX：733-5830
障がいや難病をお持ちの方の専用ダイヤルです。

③福祉関連資料の貸出及び情報検索用パソコンの無
料利用サービス

人権や生活に関してのご相談をお受けします。

福祉関連の図書資料、DVD、ビデオなどの貸出

来所の場合は予約制です。

を行っています。また、情報検索用パソコンや

※相談の内容によっては、専門家による面接相談をご
紹介する場合があります。

コピーサービスもご利用いただけます。
是非お立ち寄りください。

弁護士、精神科医、臨床心理士による専門的な内容
になります。

これからも皆さまのご要望を伺いながら、より利用

完全予約制で、事前に相談の内容をお伺いいたします。
※受付は、午前 9時から 12時、午後 1時から 4時までです。

しやすい「身近な福祉情報の玉手箱」を目指してまり
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ご 紹 介
■ 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。

■ 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人材開発研修センターでは、福祉

介護職員、支援員・相談員、ホームヘルパー、看護職員など

関係書籍1,000冊以上、ビデオ 500本以上の貸出し
（無料）や、

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

福祉用具の展示を行っています。また、介護・福祉に関する様々

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

な研修（一般・専門職向け）も実施しています。

問い合わせください。

蔵書資料（図書・ビデオ等）については本会ホームページ
（ア
ドレスは 8面に掲載）または当センターホームページ
（http://

総合福祉センター５Ｆ
TEL：739-8726

www.kourei-c.jp/）にて検索ができます。
FAX：739-8740

平成２１年４月より、各大学等から寄贈いただいた介護・福

開所時間 9：00～ 17：00

祉に関する研究報告書の閲覧を開始いたしますので、ぜひご利

受付時間 9：00～ 11：45・13：00～ 16：30

用ください。

開所日

月～金曜・第１土曜

多摩区長沢２－１１－１
TEL：976-9001

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
（アドレスは８面に掲載）にてご覧ください。

FAX：976-9000

詳細は電話でお問い合わせいただくか、上記ホームページにて
ご覧ください。

… 特集 … 社協まるわかり！
社会福祉協議会（略称「社協」）は、昭和 26年（1951年）

② 住民主体の理念に基づき、住民自ら地域福祉課題の

に制定された社会福祉事業法 ( 現在の「社会福祉法」)

解決に取り組み、誰もが安心して暮らすことのでき

に規定された「地域福祉の推進を図ることを目的とす

る地域福祉の実現を目指しています。

る団体」で、まず中央社会福祉協議会 ( 現在の全国社会

③ 住民の福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事

福祉協議会 ) が設置され、その後、都道府県、そして市

業の連絡調整、および事業の企画・実施などを行っ

区町村に設置されていきました。

ています。

① 地域における住民組織と、公私の社会福祉事業関係
者等により構成されます。

④ 市区町村、都道府県、指定都市、全国を結ぶ公共性
と自主性を有する民間組織です。

地域福祉とは
住民一人ひとりが年齢や障害のあるなしに関わらず、住み慣れた地域社会で家族や友人と一緒に生きが
いをもち、健康で明るく幸せな生活をおくるためには行政サービスのみではなく、地域住民が自ら参加
し、お互いが福祉の [ 担い手 ] であり [ 受け手 ] であるという考え方のもとに、共に福祉を作り上げていく
ことが必要です。これが地域福祉の考え方です。

川崎市の社協
ともに生き

ともに支え合う
福祉のまちづくりのために

ミニデイ

子育てサロン

川崎市社協は、戦後間もない昭和 26年に民間の社会

護講習会・敬老お祝い活動・ふれあいサロン・子

福祉活動の強化を図るために誕生しました。昭和 38年

育てサロンや親子ふれあい活動（野外活動）・社会

には、住民の信頼を高め、その期待に沿った活動をす

を明るくする運動（青少年を犯罪から守る活動）と

るために社会福祉法人格を取得しました。また、市内

して防犯に関する講演会や懇談会の実施・福祉の

には 7つの区社協（平成 8年に社会福祉法人格を取得）

集い・児童・生徒を対象とした福祉体験活動・障

と 39の地区社協があり、それぞれの地域性や住民ニー

害者施設ボランティア・障害者との交流会やレク

ズに応じた活動を行っています。市内に共通した福祉

リェーション

課題については、市・区・地区社協が連携・協働して
取り組んでいます。

■ 区社協
川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区（7区）

■ 地区社協
（市内 39地区

平成 21年 3月現在

）

主に町会・自治会、地区民生委員児童委員協議会（地

区町連（町会自治会による区の連合会）、区民生委員
児童委員協議会、区保護司会、区内の福祉当事者団体、

区民児協）、保護司、老人クラブや子ども会、学校や施

区所在の福祉施設、ボランティア団体、関係団体（区

設などで構成する任意団体です。住民の一番身近な社

老人クラブ連合会、区子ども会連合会、区 PTA 協議会、

協として福祉活動を展開しています。

女性団体など）、行政機関（区役所など）で構成する住

【主な活動】

民に身近な社会福祉法人格を有する社協です。地区社

高齢者ふれあい会食会・ふれあい配食サービス・

協より広い視点で福祉を捉え、各種団体と連携し区内

脳血管障害等の地域リハビリ教室やミニデイ・介

の福祉の推進を図っています。所在地：各区福祉パル

【主な事業】

所在地：総合福祉センター

福祉パル管理運営事業・高齢者フリーパスの販売・

（エポックなかはら）

日常生活自立支援事業（あんしんセンター事業）・
老人いこいの家指定管理事業・地区社協の支援・

【主な事業】

ボランティアセンターの運営・福祉教育・福祉講

総合福祉センター事業・

座など人材養成事業・生活福祉資金貸付事務（県

高齢者外出支援乗車事業・

社協より委託）・福祉相談・子育て支援事業・ホー

日常生活自立支援事業・成年後見事業・区社協の

ムヘルプ事業・福祉講演会・福祉大会や福祉まつ

支援・ボランティア活動振興センターの運営・地

りなどの開催・福祉に関する調査や、広報紙や情

域福祉情報バンク事業・ふくし相談・障害者 110番・

報紙の発行など福祉情報の発信事業・福祉団体等

専門相談・助成金や各区ボランティアセンターの

への助成事業・共同募金事業への協力

情報収集・移送サービス事業研修・福祉教育の推進・
福祉人材養成研修・第三者評価事業・福祉人材バ

■ 市社協

ンク・生活福祉資金貸付事業・地域包括支援セン

全町連（市内の町会自治会による連合会）、区社協、

ター事業・介護保険、障害者自立支援法による居

市民生委員児童委員協議会、市保護司会協議会、社会

宅介護事業・あんしん見守り緊急一時入院事業・

福祉当事者団体・組織、公私社会福祉事業施設・団体、

高齢社会福祉総合センター人材養成研修、人材開

ボランティア組織、社会奉仕団、行政機関、社会福祉

発研修センター事業・聴覚障害者情報文化センター

に関係ある団体・機関・組織、保健・医療・教育・労

事業・福祉関係団体等への助成事業・区社協の支援・

働に関係のある団体・組織で構成されている社会福祉

保育まつりの開催・社会福祉大会の開催・共同募

法人格を有する政令指定都市社協です。全国、関東ブ

金運動への協力など。

ロック、県、市の福祉情報の提供や、市域の連絡調整等、
市域全体の社会福祉の推進を図っています。

※主な事業につきましては、各地区社協・区社協発行の広報
紙等で詳しく紹介されていますのでご覧ください。

社協の構成
市社協
区社協

福祉施設
福祉施設

市域の
関係団体
市域の
関係団体
市域の
関係団体

区域の
関係団体

保護司

区域の
関係団体

関係団体

町

行政機関
行政機関

地区民協

福祉施設

会

住

民

こんにちは！川崎市あんしんセンターです
■ 自分らしい生活を送るために
「あんしんセンター」では、認知症などで判断能力が

ただけるよう支援を行っています。

低下している高齢者の方や障害をお持ちの方で、福祉

昨年 4月から、あんしんセンターは、地域でより身

サービスの利用契約や日常生活上の金銭管理などをご

近な相談機関となるよう、各区社会福祉協議会にて事

自分一人では十分に行うことができず、お手伝いを必

業展開を図っており、この度 1年が経過しました。今

要とされている方に、成年後見制度 の利用に向けた

後も、地域の皆様に気軽に相談をしていただけるよう、

※1

※2

相談や日常生活自立支援事業 （地域福祉権利擁護事

そして川崎の権利擁護の拠点となるよう、取り組んで

業）のサービスを提供し、安心して地域で生活してい

いきます。
日常生活自立支援事業のお問合せ・ご相談は

「川崎市あんしんセンター」☎739-8727

各区社会福祉協議会・あんしんセンターへ

・権利擁護等に関わる相談や普及啓発に関する業務
・日常生活自立支援事業の実施

・川崎区あんしんセンター ☎ 245-1144

サービス提供は各区社会福祉協議会

・幸

あんしんセンターにて実施

区あんしんセンター ☎ 556-5082

・中原区あんしんセンター ☎ 722-6122

・成年後見事業（法人後見）の実施

・高津区あんしんセンター ☎ 812-5833

・福祉サービス第三者評価事業

・宮前区あんしんセンター ☎ 856-5788
・多摩区あんしんセンター ☎ 933-2411

＊認知症高齢者家族やすらぎ支援事業の実施

・麻生区あんしんセンター ☎ 952-5711

認知症高齢者の方のご家族等からの相談をお受
けするサポートほっと（専用窓口☎ 739-8728）

こんな時には
ご相談ください
相談に関する秘密

例えば
『毎月の支払や生活費のことなど、物忘れがあってお金の管理に不安がある・・・』
『体が不自由になって銀行へ行けない』
『通帳や大切な書類、印鑑をどこにしまったか忘れてしまって大変な思いをしたことがある』

は 守 り ま す。 相 談

『訪問販売の被害にあいそうになって、不安になってしまった・・・』

は 無 料 で す。お 気 軽

『今は元気だけど、将来金銭管理や生活のことをどうしたらいいのだろう？』

に ご 相 談 く だ さ い。

※1

『成年後見制度ってどんな制度なの？どうやって手続きをすればいいの？』

成年後見制度とは

成年後見制度は大きく分けて、「法定後見制度」と「任

※2

など。

日常生活自立支援事業とは

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などの方々と

意後見制度」の 2種類があります。

区社会福祉協議会が契約を結ぶことにより、「福祉サー

①法定後見制度は、判断能力が不十分な方々に対し、家

ビス利用援助・日常的金銭管理サービス」「書類等預か

庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人の利益

りサービス」を提供します。

を考えながら契約等の法律行為、財産管理などを行うこ

具体的なサービス内容としては、福祉サービスの情報

とで、本人を保護・支援するものです。

提供、福祉サービス利用料の支払、生活費の出金、家賃・

②任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、

公共料金・医療費等の支払、年金等の受領に関する手続

将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじ

きなどをお手伝いします。

め自分が選んだ代理人（任意後見人）に生活、療養看護、
財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公
正証書により結んでおくものです。

サービスの利用には利用料がかかります。また、利用
にあたっては要件がありますので、ご相談ください。

介護ワンポイント①

赤十字活動へのご支援を

以前は「介護」という言葉を聞くと、寝たきりの高齢

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

者の方や障害を持っている方だけに関わる、特別なも

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｡

のというイメージが強かったと思いますが、高齢化の
進行や今年 10年目を迎える介護保険制度の施行など

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、

を受けて、
「介護」が以前に比べ身近な話題になってき

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

ました。そこでこのコーナーでは様々な「介護」にまつ

だきますようお願いいたします｡

わるポイントをご説明していきます。

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：200-2628
日本赤十字社川崎市各区地区・分区

◇介護は一人で抱え込まない

【事務局】各区役所地域保健福祉課企画担当

在宅介護は介護する方にとって腰痛など肉体的な疲
労だけでなく、精神的な負担も大きい場合があります。
そこで介護を受ける方やご家族の協力はもとより、お

各地区健康福祉ステーション管理係

知る！聞く！探す！ 福祉のお仕事相談会

近くの地域包括支援センターや介護支援専門員（ケア

福祉人材バンクでは「福祉のお仕事相談会」を開催します。職員

マネジャー）などに相談しながら、介護保険のホーム

の採用予定（来春卒採用も含む）のある施設や団体の人事担当者

ヘルプサービスやデイサービスなどの福祉サービスを

と直接話が出来る相談会のほか、資格取得等の相談、福祉の仕事

必要な範囲で利用してい

に関する講座等、初めて福祉分野での就職を考えている方にも参
加しやすい企画を予定しています。

くことも、介護には大切

福祉の仕事について知るチャンスです！是非、ご参加ください。

です。

日

時： 6月 6日
（土）13：00～ 16：30（一部企画は午前より開始予定）

会

場： 総合福祉センター（エポックなかはら）7階

12：30より資料配布、受付は16：00終了

地域には介護する方同
士が互いに相談するなど
支えあうグループもあり
ますので、社会福祉協議

参加費： 無

料（一部企画については要予約）

保

り
（要予約）

育： あ

問合せ： 福祉人材バンク

会にもご相談ください。

TEL：739-8726 FAX：739-8740

＊イベントの詳細等は、決まり次第、案内チラシまたは本会ホー
ムページ
（アドレスは 8面に掲載）にてお知らせいたします。

川崎市社会福祉協議会の諸課題
皆様には、日頃

川崎市社会福祉協議会（以下社協

けられたところであります。こうした中、福祉のあり様

という）の諸事業の推進について格別のご理解とご協

にも変化が生じ、自助・共助・公助ということが盛んに

力を頂き厚く感謝申し上げます。

言われており、常に環境の変化に対応する問題意識を

時代は正に少子高齢社会の進行、諸制度の改正等も
あり福祉を取り巻く環境は大きく変化し、福祉の在り

持つことが大切であります。
現 在、市 民 参 加 の「 福 祉 の ま ち づ くり」を 実 現

方が問われております。本社協においても社協の役割、

す る た め に「 地 域 福 祉 活 動 推 進 計 画 」の 着 実 な 推

使命について見直しの時期とも相俟って、関係者の方々

進 に 努 めて い る ところで あ りま す が、基 本 理 念 の

と
「会員及び会費制度等検討委員会」を設置し、鋭意検

・市民福祉の理解の推進と福祉活動の振興 ・市民生活

討し成果物を提言として策定したところでございます。

を支える
「かわさきネットワーク」の形成 ・市内の福祉

本社協は昭和 26年発足し、この間、社協の理念でも

関係団体・施設との協力促進を充分踏まえつつ誰もが

あります地域福祉の推進を図る為に、幾多の個別事業

住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉の街づくりに

に取組んで参りましたが、全体像として社協は何を目指

職員一人ひとりが皆様に親しまれ、信頼される社協マン

しているのかよくわからないという指摘もあります。平

として不断の努力をしてまいりますので切なるご指導

成12年の社会福祉基礎構造改革を機に各諸制度の改

ご協力をお願いいたします。

正や施行あるいは、規制緩和により NPO をはじめとす
る民間団体の参入等かつて無い変革の時代を迎えた一
方で社協自体が地域福祉の推進役として明確に位置づ

川崎市社会福祉協議会
常務理事

柏木靖男

ヘルパーさんへの
“はじめの一歩！”訪問介護員 2級養成研修
①介護支援課コース

②高齢社会福祉総合センター人材開発研修センターコース

日

日

程： 5月15日
（金）～ 6月 26日
（金）の原則月・水・金。

程： 5月 22日
（金）～ 10月 27日
（火）の原則火・金。

講義・演習計 20日間及び 7月に現場実習 4日間。

講義・演習計 26日間及び 8～ 10月に現場実習 4日間。

閉講式 8月 7日
（金）
★受講決定者は 5月8日（金）事前説明会

※受講決定者は 5月12日
（火）事前説明会

会

場： 総合福祉センター（エポックなかはら）他

定

員： 40名
（定員超過の場合は抽選）

※全課程受講により川崎市長名の修了証交付

演習 5日間 YMCA 福祉専門学校（登戸）
受講料： 50,000円
（テキスト代含む）

会

場： 高齢社会福祉総合センター（多摩区長沢）

定

員： 40名
（定員超過の場合は 4月 28日
（火）抽選。）

受講料： 50,000円
（テキスト代含む）

本会ホームヘルパーとして活動の場合受講料返金制度有

申込み： 4月1日
（水）～ 4月 21日
（火）17時必着（郵送）

申込み： 4月1日
（水）～ 4月30日
（木）17時必着

申込書は各区高齢者支援担当・福祉パル等に設置また

申込書は各福祉パルに設置または本会ホームページ

は当センターホームページ（http://www.kourei-c.jp/）

（アドレスは下欄）に掲載しています。
問合せ： TEL 739-8712

よりダウンロードできます。

FAX 739-8737

問合せ： TEL 976-9001

FAX 976-9000

①②いずれのコースも全日程の出席が必須です。

聴覚障害者情報文化センター 講習会のご案内

詳しくは聴覚障害者情報文化センターのホームページでも
http://home.s06.itscom.net/k-joubun/

耳の聞こえない方と楽しくコミュニケーションしてみませんか。
聞こえない方には手話を母語として話すろう者と、成人後に失聴した日本語を母語とする難聴者がいます。
ろう者と話ができる手話と、難聴者に向けた文字による通訳活動＝要約筆記の講習会を開催します。
手話講習会（入門課程）は中原区の聴覚障害者情報文化センターと、多摩区の多摩川の里身体障害者福祉会館の２会場で行います。
居住区に関係なくどちらにも申し込めます。是非、ご参加ください。あなたの世界がひろがります。
講

座

会

場

開催日時

手話講習会（入門課程）

①
聴覚障害者
・２会場合同説明会
情報文化センター
・参加必須
（情文センター）
4/25
（土）10：00～ 12：00
②
国際交流センター
多摩川の里
レセプションルーム
身体障害者福祉会館

要約筆記奉仕員
（養成講座）
・説明・選考会
・参加必須
8/22
（土）10：00～ 11：00
情文センター研修室

聴覚障害者
情報文化センター

【連絡先】ＮＰＯ法人川崎市ろう者協会
聴覚障害者情報文化センター
【会場】 国際交流センター
多摩川の里身体障害者福祉会館

申込み・主催・定員・受講料等

5/16～ 9/19
毎週土曜
（全18回）
13：30～ 15：30

【申込み】往復はがきにて4/18までに。
①希望会場（情文センター / 多摩川の里）②〒住所
③氏名、ふりがな、年齢④ＴＥＬ、ＦＡＸ番号
【主催・問合せ・申込先】ＮＰＯ法人川崎市ろう者協会

6/3～ 10/14
毎週水曜
（全18回）
13：30～ 15：30

【定員】各 30名
【受講料】2,000円 ※テキスト代別途税込1,200円

8／ 29～Ｈ22年 2/27 【申込み】往復はがきにて 8/18までに。
毎週土曜
（全 23回）
〒、住所、氏名、ふりがな、年齢、ＴＥＬ、ＦＡＸ番号
9：30～ 12：00
【主催・問合せ・申込先】
（8/29～ 11/28の期間） 聴覚障害者情報文化センター
10：00～ 12：00
【定員】32名
（12/12～Ｈ22年 2/27）【教材費】4,000円

〒211-0037 中原区井田三舞町14-16
〒211-0037 中原区井田三舞町14-16
（元住吉駅より徒歩10分）

FAX：752-5559 E-mail：kawasaki-deaf@star.odn.ne.jp
TEL：798-8800 FAX：798-8804 ※月曜休館

中原区木月祇園町 237-1（元住吉駅より徒歩10分）
多摩区中野島 6-13-5      （中野島駅より徒歩 5分）

…………………………

広報紙をリニューアルいたしました

…………………………

本紙「川崎の社会福祉」は今回の平成 21年春号からリニューアルを行いました。発行はこれまでどおり年 4回
（4・7・10・1月）
で、春・夏・秋・冬号としてお届けします。より市民の皆様にわかりやすく、役立つ情報を発信してまいりたいと存じますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
■ 編集・発行

社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

発

住 所 ： 川崎市中原区上小田中 6-22-5

電 話： 044（739）8710

E-mail ： info@csw-kawasaki.or.jp

H

行： 年 4 回（4・7・10・1 月 1 日）

年間購読料： 320 円（送料込）

P ： http://www.csw-kawasaki.or.jp

     この広報誌は一部共同募金の配分金で発行されています。

環境を考慮した再生紙を使用しています。

