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有事に備えて、毎年訓練を実施しています。今年
は多摩区で開催し、多摩区社協を中心に地域の
方、行政等、多くの方々と共に訓練を行いました。
ボランティア受付や送り出し等の訓練では、実際
に地域の方にも運営役とボランティア役を体験し
ていただきました。
写真はボランティア受付訓練の様子。

災害ボランティアセンター設置・運営訓練

〜川崎市総合防災訓練（8/28）サブ会場稲田中学校校庭にて〜
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社会福祉協議会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

川崎市社会福祉協議会

役員改選のご報告

川崎市社会福祉協議会では、役員の任期満了に伴い、去る 7 月 26 日の理事会に
おいて、役員改選が行われましたので報告いたします。
○会

長：佐藤

忠次（再任）

○副会長：冨岡茂太郎（再任）
○副会長：奥村

尚三（再任）

○川崎市あんしん
：石川惠美子（再任）
センター担当理事
○常 務 理 事：三浦

政良（再任）
佐藤

忠次会長

平成 27 年度川崎市社会福祉協議会事業報告
本年度は、生活困窮者自立支援法の施行、介護保険制度の改正、子ども・子育て支援新制度の施行、社会福祉法の
一部改正など福祉分野の様々な諸改革が行われました。
川崎市では、
「川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン」に基づき、区役所を中心とした地域での推進体制を構
築すべく具体的取り組みが行われました。
川崎市社会福祉協議会においても、地域福祉の推進及び地域包括ケアシステム構築に向けて、社協機能を活かした
地域づくりを目指し、会員や地域住民の参画を得ながら、広報・啓発、区社協との協働・連携、団体助成、部会・委
員会事業、指定管理・受託事業、ボランティア活動振興事業、各種相談事業、あんしんセンター ( 日常生活自立支援
事業・成年後見制度事業 ) 及び居宅介護事業など、様々な事業を実施してまいりました。
重点項目の取り組みは次のとおりです。
１

川崎市社会福祉協議会第３期地域福祉活動推進計
画「川崎市住民福祉協働プラン」の推進
平成２６年度に見直した「改訂版」に基づき、各分
野別プロジェクトや所管課が課題に向けて取り組み、
進捗の点検と促進を点検等作業委員会が行いました。
概ね予定通り計画を推進し、主たる８つの成果を中心
とした進捗状況を理事会に報告しました。
特に「改訂版」の戦略プランに掲げた「新たな課題
に対応するコミュニティソーシャルワークへの取り組
み」については、市社協と区社協職員による合同プロ
ジェクト「個別支援と地域支援に関する検討プロジェ
クト会議」を７回にわたり開催し、地域住民の生活課題・
福祉課題に対して社協の機能を活かした支援を実践す
るため、
「職員が実践する個別支援と地域支援に関する
指針」を作成しました。
また、第３期計画の計画期間を１年間延長し、次期
計画以降の計画サイクルを行政計画である川崎市地域
福祉計画と同じくすることで、本会事業と行政計画の
効果的な連携を目指すこととしました。
２

関係機関・団体との連携強化、会員間の協働の具
体化
地域包括ケアシステムの推進、介護保険制度の改正、
子ども・子育て支援新制度の施行などに関して、行政
はじめ関係機関・団体と顔の見える関係を築きながら
協議を重ねるなど、連携強化に取り組みました。
部会連絡会を開催し、各部会の事業や福祉課題など
の情報共有を行い、各部会が主催する研修会への参加
促進、部会間の交流事業を実施しました。
また、社会福祉法人の地域公益活動については、法
人経営者部会に設置した検討プロジェクトを継続して
開催し、研究協議を行った結果、社会福祉法人や社会
福祉施設、社協との連携・協働による事業として「地
域生活支援ＳＯＳかさき事業」が提案されました。
２８年度からは、社会福祉法改正への対応を踏まえ、
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それぞれの社会福祉法人が担う自主的な地域貢献活動
の推進とともに、市内社会福祉法人の地域公益活動の
見える化を目的とした情報ネットワーク、及び、制度
の狭間や谷間の問題を含め、地域の福祉課題の改善、
解決に向けた高齢・障害・児童・保育等といった種別
を超えた連携ネットワークの構築に向けた取り組みを
具体的に検討し、行っていくこととなりました。
３

運営基盤の強化
財政運営の充実強化については、地域包括ケアシス
テムの構築に向けた社会福祉協議会活動への支援とし
て川崎市に対して予算要望活動を行うとともに、自主
財源の造成と活用について取り組んでまいりましたが、
十分な検討には至らず、翌年度に継続することとなり
ました。
職員の人材育成については、階層別研修と課題別研
修、外部研修への参加促進に加え、本年度新たな取り
組みとして、事務局内において、外部研修会や外部会
議に参加した職員の報告により情報共有を図る外部研
修会等報告会を定期的に開催しました。
居宅介護事業については、本会の組織を改編し、１
課７事業所体制の介護支援部を創設し、従業者の定着、
育成の取り組みを行うなど、効果的で安定性のある運
営に努めました。
４

災害に関する取り組み
継続して作成していた災害発生時の地域生活支援の
方策として、発災時、避難所生活支援及び復興時にお
ける「地域生活支援ガイドライン」を策定しました。
策定にあたっては、本年度も実施した「東日本大震災
復興支援ボランティアバス」において岩手県釜石市で
の支援活動とともに、
被災された方々等から復興支
援活動やその手法を調査し、内容に反映させました。
ま た、「 か わ さ き ボ ラ ン テ ィ ア タ ウ ン フ ェ ス タ
２０１５」において、復興支援ボランティアバス参加

者による被災地支援活動の報告会とパネル展示を実施
し、災害時におけるボランティア活動とともに防災意
識と日頃からの地域におけるネットワークづくりの重
要性についての市民への啓発に取り組みました。
さらに、９月に発生した台風１８号に伴う大雨によ
る「平成２７年９月関東・東北豪雨」被災地支援では、
３回にわたり計７名の職員を派遣するとともに、ボラ
ンティア活動者が不足しているといった現地ニーズに
基づき、被害が大きかった茨城県常総市の支援のため、
市民を募集して市民ボランティアバスを２回運行し、
市社協・区社協職員を含め、延べ５４名で被災家屋の
片づけ等の活動を行いました。
災害発生時の「職員行動マニュアル」
「災害ボランティ
アセンター設置・運営マニュアル」に沿った訓練等に
ついては、災害が発生した際に自宅から職場までの参
集方法、所要時間、参集の課題等を全職員対象に参集
調査を実施するとともに、川崎市総合防災訓練に参加
して、災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練を行
い、マニュアルの検証を行いました。

５

権利擁護事業の推進
市内に在住する判断能力が不十分な認知症高齢者等
の権利擁護を目的として、日常生活自立支援事業や成
年後見制度の後見人の受任の実施のほか、権利擁護に
関わる総合的な相談とともに、シンポジウムや市民相
談会を実施するなど、普及啓発を行いました。
特に、本年度は、「川崎市市民後見人推進機関」を設
置し、第２期市民後見人養成研修実務研修の実施、市
民後見人推進委員会や市民後見人受任調整会議の開催、
家庭裁判所から選任された市民後見人の活動支援、第
１期市民後見人養成研修修了者へのフォローアップ研
修等を実施しました。
市民後見人養成事業は３年目となり、第１期養成研
修の修了生１５名が「川崎市市民後見人バンク」に登
録され、年度内には６名が市民後見人として活動を開
始するとともに、また、第２期養成研修については、
年度内に１４名が修了し、１１名が新たに市民後見人
バンクに登録されました。さらに、来年度の第３期養
成研修の実施に向けて、川崎市と協議を行いました。

本会としては、これら５つの重点項目等に積極的に取り組むとともに、各部会活動、関係機関との連携強
化、区社協との協働・連携等を通じて、生活課題の解決を図るコミュニティソーシャルワーク機能と地域包
括ケアシステムにおける地域福祉の推進役としての使命に基づく具体的な仕組みづくりに向けて、一定の成
果を挙げたものと受け止めております。

平成 27 年度決算
資金収支計算書

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

事業活動収入計
事業活動支出計
事業活動資金収支差額
施設整備等収入計
施設整備等
施設整備等支出計
による収支
施設整備等資金収支差額
その他の活動収入計
その他の活動
その他の活動支出計
による収支
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
事業活動
による収支

貸借対照表
資産の部
流動資産
925,634
現預金及び未収金 863,372
その他の流動資産
62,261

固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計

3,000

5,189,731
5,168,554
21,176
0
11,039
△ 11,039
169,770
263,503
△ 93,732
△ 83,596
259,275
175,679

平成28年3月31日現在
負債の部
流動負債
754,186
事業未払金
672,783
その他の流動負債
81,403
固定負債
885,196
長期借入金
67,180
リース債務
3,173
退職給付引当金
814,842
負債の部合計
1,639,383
純資産の部
基本金
3,000
福祉基金
321,456
その他の積立金
1,079,897
次期繰越活動増減差額
△ 42,383
純資産の部合計
1,361,969
負債・純資産の部合計
3,001,353

事業活動計算書
サービス活動
増減の部
サービス活動外
増減の部

（単位はいずれも 千円）
（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日
サービス活動収益計
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サービス活動外収益計
サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額

5,081,417
5,190,895
△ 109,478
6,025
3,092
2,932
△ 106,545
0
0
0
△ 106,545
63,580
△ 42,965
0
1,243
154,681
155,343
△ 42,383

経常増減差額
特別増減の部

特別収益計
特別費用計
特別増減差額

当期活動増減差額

繰越活動
増減差額の部

財産目録
資産の部

前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
基本金取崩額
基金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額

平成28年3月31日現在
負債の部
754,186
672,783
81,403

流動資産
925,634 流動負債
現金
50 未払金
預金
665,771 預り金他
未収入金
197,551
貯蔵品・立替金他
62,261
固定資産
2,075,718 固定負債
基本財産特定預金
3,000 リース債務
車両運搬具・備品他
25,715 退職給与引当金
預け金
194,994 振興資金他借入金
投資有価証券
799,930
積立預金
984,897
振興資金他貸付金
67,180
負債合計
資産合計
3,001,353 差引純資産合計

885,196
3,173
814,842
67,180

1,639,383
1,361,969
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平成 28 年度 介護
●日

時

●場

所

いき
いき

フェア

12 月１日 10：30 〜 16：00
高津市民館（ノクティ 2）１１階・１２階

（ＪＲ南武線武蔵溝ノ口駅・東急田園都市線溝の口駅・東急大井町線溝の口駅

●参加方法

入場無料・申込不要

●主

川崎市認知症ネットワーク・川崎市・川崎市社会福祉協議会

催

認知症のはてな解決

特別講演
かま

あなたも認知症サポーター

た

みのる

鎌田

實

氏

心と体を大切に
★健康チェック

健康チェックの

14:00 〜 15:00

「がんばらない
介護」
川崎市高齢社会福祉総合センター

ＴＥＬ 044-976-9001

【開催イベント】

★認知症サポーターになろう！
あとは・・・！
★認知症相談コーナー
★もの忘れチェック
★こころとからだのなんでも相談
★認知症予防体操
★地域包括支援センターのご紹介

（医師・作家）

■お問い合わせ

徒歩２分）

みんな笑顔で介護
★自宅で作れる介護食
★介護に役立つ 介護食品の
福祉用具情報！ サンプルの
無料配布
★いつもの服を
介護しやすくリフォーム
★福祉に役立つ機器やシステム
★高校生から見た福祉

ＦＡＸ 044-976-9000

ずっと地域で暮らす
★介護保険など
あんしん相談コーナー
★ 24 時間対応の
訪問介護のご紹介
★チームで見守り支援
★グループホームを覗いて
みませんか？

ホームページ http://www.kourei-c.jp/

かわさきボランティアタウンフェスタ 2016 開催
今年度は、
「であい

しりあい

ささえ愛 〜ここから始ま

る絆の輪〜」をテーマに開催します。例年同様、川崎市内で
社会福祉の分野で活動しているボランティアが知り合い、出
会う機会となるイベントです。近年、日本各地で災害が発生
していることから、
「災害に負けない地域をめざして見て！触
れて！体験しよう！」をテーマに防災を身近に感じていただ
ける展示や体験コーナー、講話といった内容を企画していま
す。みなさん、ぜひ、お越しください。
ボランティアに関するご相談をお気軽にどうぞ

日

時

平成 28 年 12 月 18 日 ( 日 )10:00-16:00

場

所

川崎市国際交流センター
（川崎市中原区木月祗園町 2-2）

■お問い合わせ
ボランティア活動振興センター
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TEL 044-739-8718

川崎市復興支援ボランティアによる防災啓発

助成金を広げよう
新たな福祉活動

平成 29 年度「福祉基金助成金」の助成を希望する団体を募集します
本会では、在宅福祉や地域福祉の向上を目的とした事業を行うボランティア・グループ、団体を対象に、その
事業にともなう費用の一部を助成いたします。（上限３０万円）
●助成対象団体は、つぎの全てに該当する団体とします。
（１）川崎市内（２区以上）で活動をしている団体で、１年以上の活動実績があり、公益を目的とした民間の自主
的な団体であること
（２）平成２９年度に申請事業の実施が確実であること
（３）申請事業に対して、他で助成を受けていないこと
（４）平成２９年度から過去５年間において、本基金から助成を受けていないこと
（５）宗教活動、政治活動を目的としていないこと
●助成対象事業は次の７つの事業です。ただし、経常的な運営費、職員等の人件費、賃借費用については認めら
れません。
（１）在宅福祉サービス事業（２）障害児・者支援事業（３）福祉教育事業（４）調査研究事業（５）ボランティア活動推進事業
（６）小地域福祉活動（７）その他先駆的・開拓的な事業
【申し込み方法】
所定の福祉基金助成申請書（第１号様式）に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して、下記まで持参、またはお送
りください。（申請書は本会および各区社会福祉協議会の情報コーナーに設置。また、本会のホームページからダウンロー
ドできます。）
【受付期間】
平成 28 年９月１日（木）〜平成 29 年１月 13 日（金）（持参は 17：00 まで受付、郵送は当日消印有効）
【選考】
本会の福祉基金運営委員会で選考し、その結果を文書で通知します。なお、選考時には福祉基金運営委員
会に出席いただきます。
【申請書の送付ならびにお問合せ先】
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 ボランティア活動振興センター
〒 211-0053 川崎市中原区上小田中６− 22 −５ ６階
TEL：044 − 739 − 8718
FAX：044 − 739 − 8739 E-mail:v-center@csw-kawasaki.or.jp

赤い羽根共同募金にご協力お願いします
本年も 10 月 1 日から赤い羽根共同募金運動が始まります。昨年、
川崎市内の共同募金寄付金は総額 168,872,612 円（別表）でした。
ご協力いただきました皆さまに心より御礼申しあげます。
皆さまからお寄せいただいた寄付金は、神奈川県共同募金会を通
じて、県内の民間社会福祉施設・団体や障害者地域作業所、また社
会福祉協議会を通じて、市内で支援の必要な方々や団体などに配分
させていただきます。
だれもが安心して暮らせるまちづくりを推進するために、今年も
地域の皆さまの温かいご協力をよろしくお願いいたします。

川崎フロンターレと協働しています。

［ポスター］

［バッジ］

平成 27 年度共同基金実績額

戸別募金
街頭募金
法人募金
学校募金
職域募金
イベント募金
その他募金
合
計
総 合 計

一般募金（赤い羽根）
77,854,919
6,259,274
5,102,121
3,070,370
3,689,070
781,780
7,466,713
104,224,247

（単位：円）

年末たすけあい募金
63,863,366
558,692
16,200
−
71,818
̶
138,289
64,648,365

168,872,612

［クリアファイル］

【震災に対する取り組み】
共同募金会では、国内大規模災害時に被災者の当面の生活資金を支援するための義援金の受付のほか、災害ボ
ランティアセンターなどの被災地を支える活動を支援しています。
なお、平成 28 年熊本地震災害義援金につきましては、平成 29 年 3 月 31 日まで受付をしております。皆さま
の継続的なご支援、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
■平成 28 年熊本地震義援金受付状況 （平成 28 年 8 月 9 日現在）

中央共同募金会 1,395,918,684 円 神奈川県共同募金会川崎市支会連合会・川崎市内各区支会受付分 1,667,248 円
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⑮

「平成 28 年熊本地震」に対する
川崎市社会福祉協議会における対応について
平成 28 年 4 月に発生しました「平成 28 年熊本地震」では、熊本県、大分県を中心に甚大な被害がもたら
されました。これをうけ、本会においても様々な支援活動を実施してまいりました。
1 災害ボランティアセンター運営支援に対する職員
派遣
熊本地震で被災された方を支援するため、被災地で
は災害ボランティアセンターが開設され、本会は、
「関
東甲信越静ブロック都県指定都市社会福祉協議会災害
時の相互支援に関する協定」に基づき、現地へ職員５
名を派遣し、災害ボランティアセンターの運営支援に
あたりました。
①活動内容

ボランティア受付、マッチング、ニーズ
調査等をはじめとする災害ボランティア
センターの運営支援
②派遣場所 熊本県西原村
（災害支援ボランティアセンター）
③派遣期間 6 月 22 日〜 7 月 17 日の 18 日間

３

熊本県内における緊急小口資金（特例貸付）の受
付業務への支援
熊本県内での緊急小口資金貸付特例の受付業務を支
援するため、全社協からの依頼を受け、1 名の職員派
遣をおこないました。
①活動内容 緊急小口資金貸付特例の受付業務
②派遣場所 熊本県熊本市東区

当時、連日 100 件
を越える申請が寄せ
られていました

４
被災者宅での現地調査

義援金活動の実施
被災された方々を支援するため、川崎市総合福祉セ
ンター内に３箇所義援金箱を設置しました。現在も沢
山の義援金が寄せられています。お預かりしました義
援金は中央共同募金会を通じて被災地にお届けしてい
ます。
※関連記事５面
46,403 円（7/15 時点）もの
お気持ちをお預かりしました

ボランティアマッチング・
受付の様子

２

ＳＮＳ等を活用した迅速な情報発信
発災直後より現地の様子、ボランティアの受け入れ
状況などを迅速に市民にお届けするため、本会では
Facebook 等の SNS による情報発信を行いました。
災害発生時に情報発信
を行う本会 Twitter、
Facebook

５ 職員有志による募金活動の実施
JR 武蔵中原駅にて、本会職員有志による「平成 28
年熊本地震災害義援金」街頭募金活動を行いました。
実施日：５月１９日・２０日
募金実績額 計 172,761 円
中央共同募金会を通じて被災
地にお届けしています

たくさんのご寄付をありがとうございます thank
（平成 28 年５月 17 日〜平成 28 年８月 15 日）（順不同）

物
●西野
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●株式会社富士通マーケティング

寄
様
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●川崎労働者福祉協議会

様

11 月は児童虐待防止推進月間です !!
毎年、厚生労働省が発表している全国の児童相談所で対応した児童虐待相談対応件数は、年々増加しています。
また、子どもの生命が奪われるなどの深刻な事件も後を絶ちません。
こうした状況の中で、厚生労働省では毎年１１月を「児童虐待防止推進月間」と定めており、期間中は、様々
な団体や機関が協働して児童虐待防止対策への取り組みを実施しています。
児童虐待問題は社会全体で解決すべき重要な課題であり、行政・関係機関だけではなく、地域住民の理解と協
力が不可欠です。皆さんも、児童虐待について、是非考えてみてください。
○オレンジリボンたすきリレー
児童虐待防止運動の一環として、子ども虐待防止の象徴の『オレンジリボン』をたすきに仕立て、児童福祉関
係者がリレーをしながら繋いでいく、神奈川県、東京都をはじめとした全国 14 の地域で開催する啓発活動です。
第 10 回となる本年度は、東京から神奈川を繋ぐ都心コースに、新たに川崎コースを設け、10 月 30 日（日）に
開催いたします。麻生区の児童養護施設をスタート後、各区の中継点を経由しながらゴールとなる横浜市・山下
公園を目指して走ります。 オレンジリボンたすきリレー ホームページ
http://www.orange-tasuki.org/

12 月３日から１２月９日は障害者週間です !!
「障害者週間」
（１２月３日〜９日）は、国民の間に広く障害者福祉に
ついて関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他
あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として
設定されています。
障害者団体部会では、
「障害」についての市民の理解を拡げ、ともに生
きる福祉のまちづくりを推進することを目指し、本期間中に「障害者週
間キャンペーン」として、ＪＲ南武線の川崎駅、武蔵溝ノ口駅の街頭に
て啓発用オリジナルティッシュの配布を行います。
本年は１２月３日（土）１２時から２会場同時実施を予定しています。

包括ケアに寄せて

橋

本年４月地域みまもり支援センターが設置さ

となり、弱者の子ども、高齢者に福祉が行き届かな

れ、各行政区主導のもとに医療、介護、グループ

い状況が生じております。これらの課題解決として

ホーム、民生委員、社会福祉協議会、そして町内

包括ケアによる自助、互助、共助、公助が考えられ、

会、自治会等と連携を持ちながら進める福祉活動、

特に公助については、超高齢社会の到来で我が国の

つまり包括ケアシステム構築が図られたところで

福祉施策の財源難が予測されていることから、各自

あります。我が国の福祉に於ける社会保障制度の

治体の負担が増え、川崎市でも当然このような事態

拡充は、要介護者のサービス利用人口が増加の一

となります。それ故に各行政区の各学校区単位で機

途をたどっている現状から、このような対処が当

能を有する機関として社会福祉協議会の果す役割は

然と云えると考えます。さて、川崎市全町連の活

重要で、事業当事者として福祉利用者との安心して

動は防犯、防火防災、交通事故防止、スポーツ、

信頼される顔の見える関係づくりの確保が肝要と考

美化活動、そして生活福祉向上に取り組み、良好

えます。全町連としても共有課題として共に協力、

な生活環境を目指し、誰もが暮らしよく住みよい

理解を深め活動していく事を申し上げます。

明るいまちづくりに向け各町会活動に支援、協力

川崎市社会福祉協議会

理事

を行っております。然しながら共働き世帯の増加

川崎市全町内会連合会

会長

により、生活様式が複雑で地域との連帯感が希薄

島田

潤二
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インフォメーション

☆福祉と保育のお仕事相談会を開催します !!
福祉と保育のお仕事を探している方を対象に、福祉事業を営む法人・事業所の人
事担当が個別に面談等を行います。
※参加費無料、入退場自由、申し込み不要
※同時開催で相談会に出展される法人・事業所の PR タイムがあります！

◆日

福祉人材バンク
キャラクターほっとん

時：平成 28 年 11 月 26 日（土）13：00 〜 16：30
（受付 12：30 〜 16：00）

◆会

場：高津市民館

大ホール・大会議室

（高津区溝口１−４−１

ノクティ２

１２階）

◇川崎市福祉人材バンクでは、高齢者の福祉施設や障害のある方
の支援、ホームヘルパー、保育士、看護職員など福祉関係の求
人を無料で紹介しています。
川崎市内で福祉関係の仕事をお探しの方、職員の募集をお考え
の法人・事業所の方はお問い合わせ下さい。

前回の相談会の様子

■お問い合わせ 川崎市福祉人材バンク（川崎市福祉人材無料職業紹介所）
所 在 地：川崎市中原区上小田中６−２２−５ 川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）５Ｆ
T E L :044-739-8726 FAX:044-739-8740
ホームページ：http://www.csw-kawasaki.or.jp/jinzai/
開 所 日：月〜金曜日・第１土曜日
開所時間：９：00 〜 17：00
川崎市福祉人材バンク
登録受付：９：00 〜 11：４５・13：00 〜 16：30

家庭 介 護 教 室 「高齢者の食生活」
高齢になっても食事をすることは日々の生活を送る中での楽しみの一つでもあり、また、食べること
は身体の栄養バランスを整えるためにも欠かせません。今回の講座では加齢による身体の変化から嗜好
や食べる量の変化、身体の状態にあった食べ方などを学びます。
◆日

時：平成 28 年１２月１３日（火）13：30 〜 16：30

◆会

場：川崎市総合福祉センター （エポックなかはら ６階研修室）
中原区上小田中６− 22 −５ （JR 南武線

◆講

師：ＹＭＣＡ福祉専門学校

◆対

象：川崎市内在住の方

◆定

員：20 名

山中

武蔵中原駅前）

恵里香氏 （管理栄養士）

◆申込方法：10 月 25 日（木）午前９時より電話で申込開始（先着順）
※受講が決まった方には詳しいご案内をお送りします

■お問合せ先・お申込み先
川崎市高齢社会福祉総合センター TEL：044-976-9001
12 月 29 日 ( 木 ) から１月３日 ( 火 ) まで、川崎市総合福祉センター ( エポックなかはら ) は全館休館
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
住 所 : 川崎市中原区上小田中 6-22-5 T E L : 044 739 8710 FAX : 044 739
E-mail：info@csw-kawasaki.or.jp
H P：http://www.csw-kawasaki.or.jp
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広報紙「川崎の社会福祉」に掲載する広告を募集しています。詳細はお問い合わせください。
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。

発

行 : 年 4 回（4・7・10・1 月 1 日）

年間購読を希望される方は、82 円切手 4
枚をお送りください。
環境を考慮した再生紙を使用しています。

