
令和２年１１月末時点





不慮の事故や脳卒中等の後遺症で、主に記憶・
注意障害等の高次脳機能障害を併せ持つ身体障害
者の方を対象に、創作活動やレクリエーション
（ボッチャ、料理作り等）を提供する日中活動の
場を運営しています。

日 時：平日9時～17時
場 所：地域活動支援センターいっぽ舎内
(多摩区登戸369第1ふじたけマンション103)
TEL＆FAX：０４４－２９９－８４８３
Ｅ－mail：npo-ippoippo-ipposya@adagio.ocn.ne.jp

リハビリを目的とした様々な活動
では、それぞれ苦手な事もありま
すが、常に熱心に且つ明るく参加
されている皆さんの姿に学ぶこと
が多いです。

ボランティアとして、いっぽ舎の創作・レク
リエーションを手伝ってくれる方を募集してい
ます。

障害者の雇用や就労ばかりが注目される中、障
害特性や年齢等から就労に適さない方も多くいま
す。地域活動支援センターいっぽ舎では、自宅以
外で安心できる居場所となり、創作活動やリハビ
リの一環として様々な活動を通しながら、地域と
の接点となる場もしくは社会参加の機会を利用者
に提供することを目指しています。

話すこともリハビリ・リハ
ビリ！「手をとめて、口を
動かせ」を合言葉に、毎日
明るく楽しい話し声が響き
ます。いっぽ舎は私の大好
きな場所です！

高次脳機能障害を併せ持つ身体障害者の方
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季節行事に合わせたおもてなしをして、み
なさんに喜ばれています。夏はかき氷、クリ
スマスは飾りつけとプレゼント等、お正月は
まゆ玉と飾り、お汁粉を出しました。2月はバ
レンタインのチョコレート、3月は折り紙のお
雛様を飾りました。

新川町会の人たちの、いこいの場として気
軽に集まれるカフェを町会のボランティアで
運営しています。

主に新川町会の方々
※子どもからお年寄りまで
平均20名前後の参加者です。

来店者の皆様が楽しそうにお
しゃべりしているのを見ると、
スタッフの励みになっていま
す。

行政の方々が来て、お話を
していただけるのが日常生
活に役立つ事が多くよろこ
んでいます。exインフルエ
ンザ・歯みがきなど…

日 時：毎月第２木曜日 １４時～１６時
場 所：登戸新川町会館
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園大学や新田ボクシングジム、HEAT-UPとコラボし
てスポーツ大会の運営スタッフや、地元農家さん
の収穫のお手伝いなど地域に根差した活動をして
いる方々との取り組みも行って

園大学や新田ボクシングジム、HEAT-UPとコラボ
してスポーツ大会の運営スタッフや、地元農家さ
んの収穫のお手伝いなど地域に根差した活動をし
ている方々との取り組みも行って

CafePOP!は、NPO法人療育ねっとわーく川崎が
運営しているCaf です。障がいのあるメンバーが
カフェ店員となり、皆さんをおもてなしします。
平日はカフェ、土曜日はカフェに加えてイベント

も開催しています。のんびり、ゆったり、そんなお
店作りを目指します。

日 時：月曜日～木曜日・土曜日 11時～15時
場 所：多摩区登戸2974-1グランデMINAMIⅡ

向ヶ丘遊園北口徒歩2分Bookoff向かい
ローソンとなり

電 話：０４４－４５５－７４６８
Ｅ－mail :nanakawa@rond.jp
※コロナ感染拡大防止のためお店一時お休みしています。

再開時期についてはお問合せ下さい。

どなたでもCaf をご利用いただけます。車イス
も入れる、ベッド付きの大きなトイレがあります
ので、親子連れやお身体の不自由な方もゆっくり
過ごせます。

飲み物は￥100からご用意しています。飲み物をご注文いただけれ
ば離乳食や軽食などお持ち込み頂いてOKです。飲み物に「地域通貨
たま」をご利用いただけます（一部商品のぞく）。レンタル小箱
ショップもありますので、お気軽に見に来て下さい。レンタルスペー
スとして、イベントの開催などもできます。ご相談ください。
オーナーさんも募集中！！

働くことの喜びを、メン
バーさんから教えてもらい
ました。ぜひ笑顔に会いに
来てください！

個性豊かなメンバーが皆
さんとの出会いを楽しみ
にしています！

土曜日のカフェやイベントの時に手伝って下さるボラン
ティアさんを募集しています。お礼に地域通貨たまを差し
上げます。
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園大学や新田ボクシングジム、HEAT-UPとコラボし
てスポーツ大会の運営スタッフや、地元農家さんの
収穫のお手伝いなど地域に根差した活動をしている
方々との取り組みも行って

川崎新田ボクシングジム所属ボクサー達
が防犯パトロールのゼッケンビブスを着用
して、街中をロードワークする事により、
地域の防犯意識を高め、安全・安心な街の
実現を目指しています。

日 時：毎週土曜日 14時～17時
場 所：ジム周辺市街地、商店街、

多摩川サイクリングコース

ロードワークコースの周辺住民など

「地域密着とボクシングを通じた人間教育」
を目指す川崎新田ボクシングジムは、選手達が
地域貢献活動に参加する事により、選手自身の
人間教育にもつながるものと考えています。
連絡先：０４４－９３２－４６３９

自身も地域住民の
ひとりである自覚
が持てました。

地域の安全・安心に
貢献している使命感
を持てました。
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手芸品づくりなどの作業活動、レクリエーショ
ン・ミーティングなどを通して、生活リズムの組
み立てや生活の充実を目指す場所としての機能を
果たし、地域の中で自分らしい生活を送る事を目
的に活動しています。

日 時：月曜日～金曜日 ９時半～１６時半
場 所：多摩区登戸２３４１－１
電 話：044－922－6628

◆精神障がいのある、川崎市在住の方
◆通院を継続し、服薬の自己管理ができる方
（利用について主治医の了解が必要です）
◆1週間に半日以上の作業ができる方

「話したり・作ったり・仲間が
いるってなんかいい」をキャッ
チフレーズに自分のペースで活
動できる場を目指しています。

地域の中で自分らしく生活
できるよう、地域イベント
への参加を積極的に行って
います。

多摩区登戸で「川崎きた作業所」として、30年近く
活動をしています。昨年9月には登戸内で移転をし、
リニューアルオープンとして、名称を「きたのば
-kita nova-」に変更しました。きたのばにはラテ
ン語で「新星」という意味が込められており、新し
い場所でそれぞれの良さが発揮される、そんな場所
を継続し目指していきたいです。

←移転した
「きたのば-kita nova-」
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社会福祉協議会様や地域包括ケアセンター様
や地域の各種団体様からご依頼頂き中原区や
多摩区で実施しております。

店舗にて実施した健康相
談会の様子です。脳年齢
測定や骨密度測定などい
ろいろな測定をご用意し
ました。

高齢者の方向けにイン
フルエンザの時期に気
を付けたいことをテー
マにお話しさせて頂き
ました。

有料老人ホームに入居されている高齢者の
方々や地域住民の方々に対して健康やお薬に
関する講演会や店舗での健康相談会などを実
施しています。

地域にお住まいの高齢者の方々、施設に入居
されている高齢者の方々や民生委員の方々な
どにご参加頂きました。 健康やお薬・美容に関することなどでテーマ

を頂ければテーマに沿って内容をアレンジさ
せて頂きますので、こんなことが出来ないか
といったご要望があればお気軽にお問合せく
ださい。電話番号：０４４－９３４－１８６４

Ｅ－mail：okabe_ykt@kmj.biglobe.ne.jp
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【機織り】
折りたたみ式の機織り機を用いて木綿やウール、
絹などの糸でしています。又、整経や綜絖といっ
た機織りに機織りをまつわる作業、ミシンや包装
等の製品化に関する作業も行っています。

日 時：月・火・木・金 9時～16時
水 9時～1３時（但し第１水曜日のみ１６時）
（年末年始、夏季休業日、祝日等は除く）

場 所：登戸新町にある工房
「クラフト・ヌプリトック」

電話番号：044－935－2678
Ｅ－mail ：craft-nupuri-tok-347＠yahoo.co.jp

川崎市在住で自主通所
できる療育手帳保持者

利用者さんの機織りの補助の仕
事をしていますが意外と楽しい
です。利用者さんたちがもつ色
の感性には驚かされます。

利用者さんたちの織る布が大好
きです。一緒に出店し、お客様
の手に製品が渡った時の笑顔を
見て、うれしくなります。

利用者さんたちは、それぞれが自分のペースで自
身の心を表現するかのように、様々な糸を駆使して
機織りに取り組んでいます。工房の名を皆様に知っ
ていただけるように、これからも頑張っていきたい
と思います。
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高齢者の1人住まいが多くなってきている現在、
認知症とまではいかないが、足・腰も不自由に
なってきている人たちを目の当たりにし、何か気
軽に立ち寄れる場所、お茶、お菓子などつまみな
がらとりとめのない話などで少しでも気分転換、
また、その中から地域包括支援センターなどへの
橋渡しができればとの思いで活動しています。

日 時：毎月第１水曜日と第３火曜日
１４時～１６時までの２時間

場 所：グランドマンション集会所

あえて認知症カフェとはいわず、０才児からお
年寄りまで（認知症の方も含め）どなたも対象者
です。

１ヶ月に２回実施は思っ
てた以上に大変ですが、
やりがいを感じます。

細く長く続けていけば１人、
２人と新たな出会いに皆が元気
になっていく場になれば良いと
思っています。

マンション集会所という立地条件的にもあまり良
いとは言えないのですが、そんな中での０歳児から
お年寄りまで気楽に立ち寄れる、地域の縁側を目指
していく中で、参加者、スタッフみんなが負担にな
らないよう、遊び心を踏まえながら活動していきた
いと思っています。
問合せ：登戸地域包括支援センター
ＴＥＬ：０４４－９３３－７０５５

9



園庭開放の中でふれあい遊びや虫除け講座、音楽
会なども予定しています。ぜひご参加ください。
育児に関する様々な疑問に保育士、看護師、栄養
士がお答えします。平日8時半～17時、お電話でも
構いません。お気軽にご相談ください。
一時保育も行っています。お仕事だけではなく、
リフレッシュにもぜひご活用ください。

園庭開放は安全に遊べる場所として、保護者同士
がほっと一息できるの交流の場として活用してくだ
さい。また、毎月第4木曜は身体測定を行っており、
どなたでもご利用できます。保育士、栄養士、看護
師が揃っていますので育児に関すること、お気軽に
ご相談ください。離乳食講座を年3回行っています。

園庭開放：毎週木曜日10時～12時
雨の場合：すかいきっずにて10時半～11時半
離乳食講座：年間３回（要予約）

ＫＦＪ多摩２Ｆ会議室
場 所：多摩区登戸2249－1
電話番号：044－930－1261

【離乳食講座】
5ヶ月～11ヶ月のこどもを子育て中の方

子育てを頑張っているお母さ
ん、お父さん、たくさんの方
の小さな疑問が大きな不安に
膨らむ前に、なのはな保育園
に行けば大丈夫！そんな園を
目指しています。

ママと遊ぼうパパもねや
イクメンプロジェクトな
ど多摩区役所と連携をと
りながら、地域の皆様と
楽しい時間を過ごせたら
と思っています。
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多くの皆様に、まずは「知ってもらう」ための
取り組みとして地域の子供たちと「はなもも」の
利用者が一緒に障害者スポーツであるボッチャを
体験し交流する機会をつくっています。障害を
持った方と関わる経験や障害について知る機会を
持ち「地域で共に生きる社会」への理解につなげ
ていきたいと考えています。

年２～3回程度。主に学校の長期休み前後（夏
休み・冬休み・春休み）に実施しています。
開催日時はKFJ多摩４Fにある児童館「すかい

きっず」のお便りや施設内の掲示でお知らせして
います。
場 所：多摩区登戸2249－1
電話番号：044－930－3431

主に小学生と一緒に行っています。

地域の子供たちとの交流
のために「はなもも」の
利用者さんたちは日々
ボッチャの練習に励んで
います。

ボッチャはだれでも楽しめ
るスポーツです。一緒に楽
しいひと時を持ちましょう。

児童館「すかいきっず」に集まる子供たちや、近
隣の小学校の福祉の授業でボッチャ体験を行ってい
ます。ボッチャの他にも学校の清掃活動に参加した
り、散歩や外活動に行く時は防犯パトロールのベス
トを着て出かけたりと小学校との関りも持たせてい
ただいています。
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園大学や新田ボクシングジム、HEAT-UPとコラボ
してスポーツ大会の運営スタッフや、地元農家さ
んの収穫のお手伝いなど地域に根差した活動をし
ている方々との取り組みも行って

平成15年5月に発足し16年になり、遊びを通し
て楽しみながらの子育て、不安や悩みを気軽に話
し合い相談できる、ふれあい、学び、情報交換等
を目的として活動しています。今までに５，００
０組・１０，０００人を超える親子が参加。
絵本「はらぺこあおむし」のペープサート（紙人
形劇）をスタッフで手作りし、すでに6回も上演、
大好評で出張講演依頼もあります。

日 時：毎月第３火曜日（8月はお休みです）
午前10時～11時半

場 所：ＫＦＪ多摩４階
すかいきっず（児童館）

電 話：０４４－９３５－５５００
（多摩区民生委員児童委員協議会）

０歳～３歳児までの親子 自由参加

「はらぺこあおむし」の上映中は
親子ともに真剣に見つめ、終了後
皆さんが゛すばらしー”との声に
やってよかった、疲れもすっ飛び
ました。

帰る時の親子の笑顔をみると、
つくづく子育てサロンが大切
な場所になっていると思って
います。

◎カウンセラーや保健師等の専門家がボランティアで常
駐していることが大きな特徴です。

◎多摩区役所の協力で栄養士や看護師もいますので、ど
のような相談にも対応できます。

◎〝また参加します“という親子の笑顔がすばらしいで
す。

◎スタッフも子育てのヒントさがし、歌って、あそんで、
話して、おもちゃを作る…そんなスキルアップをめざ
して日々研修に励んでいます。

◎10年目に、厚生労働大臣賞を受賞しています。
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はっぴわーくでは、川崎名産品に選ばれた多摩川
梨ジャムの製造や、軽作業、清掃、ポスティング
などの様々な仕事を提供しています。他にも田園
調布学園大学や新田ボクシングジム、HEAT-UPと
コラボしてスポーツ大会の運営スタッフや、地元
農家さんの収穫のお手伝いなど地域に根差した活
動をしている方々との取り組みも行って

一般企業等での就労が困難な精神に障がいがある
方に、働く場の提供と就労への移行に向けた知識及
び能力向上のために必要なサポートを行っています。
利用者の方の生活の充実を目的に活動し、就労への
ステップアップの場としての機能を果たしています。

活動日：月曜日～金曜日 9時～17時
場 所：川崎市多摩区登戸2959
電話番号：044－299－6367

社会福祉法人SKYかわさき
https://www.sky1995.com/

①精神障がいのある方
②働く意欲のある方
③1日2時間以上、週2日以上働ける方
④通院、服薬の管理ができ、主治医と利用について
相談ができている方

いつか就労したいけどまだ
自信のない方、生活リズム
を整えたい方、見学に来て
みませんか？（職員）

川崎名産品に選ばれた多摩川梨ジャムの製造や、
軽作業、清掃、ポスティングなどの様々な仕事を
提供しています。他にも田園調布学園大学や川崎
新田ボクシングジム、HEAT-UPとコラボしてス
ポーツ大会の運営スタッフや、地元農家さんの収
穫のお手伝いなど地域に根差した活動をしている
方々との取り組みも行っています。

・通うことで体調が安定してきた
・体力がついた
・人とコミュニケーションができる
・働くことが楽しいと思えた

（利用者）
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生活クラブ生協のぼりとデポーでは、組合員同士
の支え合いのシステムとして、「エッコロ共済」
「エッコロプラス」というシステムにより、65才
以上の1人暮らしの方や小学校３年生までのお子さ
んをお持ちの方を対象に、買物代行や託児など、
様々な助け合いを行っています。

日 時：水曜日以外の10時半～19時（コロナ
期間中１８時半）
場 所：生活クラブ生協のぼりとデポー
電 話：０４４－９３３－７８９９
Ｅ－mail：nobodepot@gmail.com

【エッコロ共済、エッコロプラス】
生活クラブ 組合員

【廃食油回収、古着回収】
近隣地域にお住まいの方

廃食油を回収し、それから作られた「きなりっ
こ」という石鹸を販売したり、ファイバーリサイク
ル（古着回収）など、限られた資源の再活用や環境
に配慮した取り組みを行っています。

常に困っている方の手助け
となり喜ばれています
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園大学や新田ボクシングジム、HEAT-UPとコラボ
してスポーツ大会の運営スタッフや、地元農家さ
んの収穫のお手伝いなど地域に根差した活動をし
ている方々との取り組みも行って

川崎市から委託を受けた法人が設置・運営する相
談機関です。障害のある方や、そのご家族、地域に
お住いの方々からの様々な相談をお受けし、解決方
法を一緒に考えていきます。
また、障害のある方が安心して暮らせるまちを目

指して、多摩区役所と共同し「地域自立支援協議
会」を運営しています。

日 時：平日8時半～17時
（土、日、祝日、年末年始はお休み）

場 所：多摩区登戸495ｰ3
アミニティミシマ第５ビル１階

電話番号：044－819－5788
Ｅ－mail：tama-kikansoudan@kfj.or.jp

多摩区にお住まいの障害のある方。
（障害の種別、年齢、障害手帳の有無は問いません）

地域の方、関係機関の方など、たくさんの方々と
支援の輪を広げ、様々なネットワークを活用して支
援を行っています。まずは、障害者相談支援セン
ターへご連絡ください。

どんなことでも、まずは
ご相談ください。困って
ること、不安なことなど
一緒に考えます。

地域の方々とネットワーク
を築いて、いろいろなこと
を解決していきましょう。
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①台和いきいき体操

場 所：さくらほーる

日 時：毎週月曜日10時～（祭日を除く）

②登戸いきいき体操

場 所：登戸老人いこいの家

日 時：毎週木曜日1３時半～

③登戸中部いきいき体操

場 所：丸山幼稚園

日 時：第2・４土曜日９時～

毎週決まった曜日に会場に集まり、健康維持

の為に誰にでも簡単にできる体操をしてます。

床編・椅子編と２種類のパターンがあり、そ

れぞれにあった体操ができます。また参加者相

互のコミュニケーションを円滑にし、連携を深

めるよう努めています。

各会場ともに誰でも参加できますが60歳以上

の方がほとんどです。

楽しく時間を

過ごすことができる。

より健康に注意する

ようになった。

電話：０４４－９３５－３２９４

（多摩区役所地域支援課）
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健康推進の一環として地区ウォーキングを実施。
「いつでも」「だれでも」「どこでも」予約なし
で参加できるよう地区ウォークを進めています。
現在３地区（稲田・登戸・三田）で、月数回の地
区ウォークを開催。四季の花、神社仏閣歴史等、
歩く以外の楽しみも加えて実施しています。

日 時：毎月第２木曜日、第４金曜日
9時半～12時（雨天中止）

場 所：開催場所は多摩区内の他、近郊場所も

下見、資料作り等、大変で
あるが参加者の喜ぶ姿を想
像し楽しくやっています。

毎回ウォーキングコースを検討しており、場所
の選定、下見の実施、資料作成、当日の引率等の
スタッフ募集中。

現在、年３回チラシを作成（春、秋、冬のコー
ス）し、区役所他でも配布しています。参加申込み
は原則なく、当日参加としています（参加費として
100円徴収）。最近では参加者同士の連携も深く、
参加を楽しみにされている方が増えています。

知らない方と会話する事が
でき、楽しくやっています。

基本的に多摩区民であるが最近は麻生区、宮前
区他、近隣の方も参加頂いています。（１回で約
30～40人）

電話：０４４－９３５－３２９４

（多摩区役所地域支援課）
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その他の活動として、多摩区地域資源の魅
力再発見を目的としたフォトコンテストを専
修大学と川崎市役所、多摩区役所、日本女子
大学と協働で行うなど、地域の活性化のため
日々様々な活動をしています。

多摩区商店街連合会では、多摩区役所と協
働で「多摩区子育て支援パスポート事業」を
行っています。パスポートカードを商連加盟
商店で提示すれば、商品の値引き、粗品の贈
呈などのサービスを受けることができ、住み
やすい地域の発展に尽くしています。

多摩区子育て支援パスポートの対象は
妊娠中の方、１８歳までの子どもがいる方

子育て支援で住みよい地
域になるように、日々頑
張っています。

日 時：年間を通じて活動
場 所：多摩区商店街連合会の加盟店
連絡先：０４４－９１１－３３８７

多摩区子育てまつり（毎年９月頃開催）の際
に、お手伝いしていただける方を募集してい
ます。
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園大学や新田ボクシングジム、HEAT-UPとコラボし
てスポーツ大会の運営スタッフや、地元農家さんの
収穫のお手伝いなど地域に根差した活動をしている
方々との取り組みも行って

①集まれ！新米ママ

毎月1回/主に火曜午前/多摩市民館5階和室

②健康よろずカフェ

毎月1回/主に木曜/遊友ひろば

連絡先：０４４－９３０－５５５６

地域のクリニックとして、皆さんが健康に
過ごすためのお手伝いがしたいと思い、2つ
のカフェを開催しています。
①新米ママ達へリラックスできる場所づくり
「集まれ！新米ママ」

②健康に興味がある方と考え・語り合う
「健康よろずカフェ」

①生後1～６ヵ月までの新米ママとお子さん
②健康などに関心のある方どなたでも

産後間もないママにアロマ
マッサージで少しでも元気
になってもらえたらと思い
活動しています。

参加者と医療者がともに
楽しい時間を共有し、身
体と心の気づきを得られ
るカフェです。

①友達づくり・アロママッサージ・育児相談など
ママがリラックスして過ごせる場所づくりを心
がけています。赤ちゃんとのお出かけデビュー
にいらしてみませんか。
②豊かな人生を過ごすための集いの場です。参加
者と医療スタッフが、共に学び、気づき、食べ、
笑い、体を動かすプログラムをご用意しています。

19



、地元農家さんの収穫のお手伝いなど地域に根差
した活動をしている方々との取り組みも行って

地域の寺子屋「のぼりと」をＮＰＯ法人ままとん
きっずが運営。毎週木曜日の放課後1時間学習教室
を実施。宿題やプリントで学習します。その後、簡
単工作やカルタなどのゲームのお楽しみタイムがあ
ります。
月に1回土曜日には親子で参加できる体験教室を

実施。JAXAのかさ袋ロケット、光の理科実験、
ボーイスカウトの空き缶ご飯など幅広い分野で実施
しています。

◎学習教室：登戸小学校 少人数教室
毎週木曜日 放課後

◎体験教室：登戸小学校 体育館・図書室・市民館
月1回土曜日午前中

元気いっぱいの子どもたちと
楽しくすごし、パワーを
もらっています。

個性豊かな子どもたちに
負けないよう楽しく勉強
したりゲームしたりして
います。

◎学習教室：登戸小学校児童（２年～6年生）のうち
寺子屋「のぼりと」に登録している児童

◎体験教室：登戸小学校に在席する親子

園大学や新田ボクシングジム、HEAT-UPとコラボ
してスポーツ大会の運営スタッフや、地元農家さ
んの収穫のお手伝いなど地域に根差した活動をし
ている方々との取り組みも行って

時には文句を言いながらも毎回元気に顔を見せ
てくれる子どもたち。１年経つころの成長には驚
かされます。大変なことも少しはありますが元気
パワーをもらって次の活動への励みになります。
電話 ０４４－９４５－８６６２
Ｅ－mail：kosodate@mamaton.jpn.org

元気でにぎやかで楽しい子どもたちと一緒に勉強
したり工作したりゲームしたりおしゃべりしたい方、
ぜひお越し下さい。
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登戸・登戸新町の地域にお住いの高齢者とその
家族を対象に、地域の支え合い、笑顔で暮らして
いくことが出来る家庭づくりを目指して活動する
ミニデイサービスです。ご近所の仲間と一緒に、
お茶を飲みながらお話をしたり、レクレーション
や軽い運動を行って楽しいひと時を過ごしていま
す。

日 時：毎月最終月曜日
１０時～１４時

場 所：登戸老人いこいの家 １階和室

登戸・登戸新町にお住いの高齢者の方

在宅の虚弱な高齢者等が、自身の自立生活の助長、
孤独感の解消、心身機能の向上を図ること、介護者
を地域で支えることを目的に発足し平成２９年１１
月には２０周年記念を迎えました。新しい参加者も
大歓迎ですので、気軽にお問合せ下さい♪
問合せ：多摩区社会福祉協議会
ＴＥＬ：044-935-5500

利用者、ボランティアが
いつもにこにこ良い笑顔で、
「また会いましょう」を
合言葉にお互いが楽しんで
ます。

みんなが「にっこり」和気あ
いあいとした雰囲気で開催が
できるように頑張ります。
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園大学や新田ボクシングジム、HEAT-UPとコラボ
してスポーツ大会の運営スタッフや、地元農家さ
んの収穫のお手伝いなど地域に根差した活動をし
ている方々との取り組みも行って

川崎市に委託された公的な相談窓口です。地域
で暮らす高齢者の皆さまが、いつまでも健やかに
住みなれた地域で生活していけるよう、さまざま
な面から総合的に支えます。知り得た情報・秘密
は厳守いたしますので、いつでもお気軽にご相談
ください。（相談は無料です）
◆ご自宅へお伺いしてご相談に応じます。お電話
でもご相談をお受けいたします。

日 時：月曜日～金曜日 8時半～17時
※土日、祝日は転送電話対応となります。
まずはこちらにお気軽にお電話ください。

ＴＥＬ：０４４－９３３－７０５５
場 所：多摩区登戸１８９１

第三井出ビル３階

登戸、登戸新町、宿河原１・２丁目、長尾１・２
丁目にお住まいの６５歳以上の方

①自立して生活できるように応援します
・要支援1・2と認定された方や支援や介護が必要
となる可能性が高いと判断された方（事業対象者
の方）のケアプラン作成をします。
②なんでもご相談ください
・高齢者の方やその家族、近隣に暮らす方の介護へ
の悩みや問題に対応します。
・介護に関する相談や心配ごと、福祉や医療に関す
ることなどもご相談ください。
・介護保険のしくみを分かりやすく説明します。
・介護保険申請のお手伝いをします。
③皆様の権利を守ります
・高齢者の方が安心して暮らせるように、皆さまの
持つさまざまな権利を守ります。
・成年後見制度の活用を支援し、財産や契約の管理
をサポートします。
・虐待の早期発見や、消費者被害の防止の問題に対
応します。
④さまざまな方面から皆さまを支えます
・医療機関を含め、各関係機関とのネットワーク作
りに力を入れています。
・ネットワークを利用して皆さまのニーズにあった
ケアをサポートします。
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◎総務企画部会：年１回、広報紙を「のぼ
りと」を発行。地区社協を多くの方に理解
していただけるよう活動しています。
◎老人福祉部会：会食会を登戸いこいの家
で年6回開催。毎回、旬の食材を使用し減塩
を心がけています。食事の前後はパタカラ、脳
トレ、歳時記に合わせた昔遊び等を実施して利
用者同士の和を図っています。

◎青少年福祉部会：子どもたちに大きく羽
ばたいてほしいとの願いを込めた、紙ひこ
うき大会を開催しています。
◎障害福祉部会：クリスマス会やお楽しみ
会を開催し、障害者及び関係者との交流を
はかる活動をしています。

登戸・登戸新町を対象地域として、健康と幸
せが守られる明るい福祉の町づくりを目標に、
地域に中でお互いに支え合いながら様々な福
祉活動を進めています。

その他の活動として、共同募金・年末たすけ
あい運動の推進、社会を明るくする運動への
協力、賛助会員増強運動の実施、いこいの家
の運営への協力、母親クラブの後援、研修会
の実施、登戸福祉まつりの開催等をおこなっ
ています。
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登戸親子運動会の一コマ
大きなボールを子ども達
が競って運んでいます

地区対抗の綱引きでは、
大人も子どもも皆で
一緒に汗を流します

町内会では年間と通して様々な活動を通して、
地域の皆様の生活を支えています。
できることからご自分の地域の活動に参加
して、地域を盛り上げていきましょう。

各町内会では、防犯パトロール、防災訓
練、公園や道路の清掃等美化活動、回覧や
掲示板での情報発信、住民がふれあう機会
としてお祭りやイベントの開催等、地域に
関わる様々な活動を行い、安心で住みよい
まちづくりに取り組んでいます。

登戸地域の１０町内会がまとまった組織
が登戸町会連合会です。

登戸町会連合会では毎年親子運動会を開催
しています！
開催時期：１０月頃
開催場所：登戸小学校校庭
地区対抗の綱引きやボール運びなど大人も
参加できる競技が例年あります。
地域一体となって楽しめる行事です。
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園大学や新田ボクシングジム、HEAT-UPとコラボ
してスポーツ大会の運営スタッフや、地元農家さ
んの収穫のお手伝いなど地域に根差した活動をし
ている方々との取り組みも行って

創立７０周年記念イベントとして、山田邦子さ
んに経験をもとに検診は決して怖いものではない
こと、がん検診の大切さを講演していただきまし
た。また、幼稚園の土地で育てた野菜を園児以外
の地域の子どもたちにも収穫してもらうなどの地
域貢献を行っています。

日 時：講演や収穫などイベントによる
場 所：丸山幼稚園
電話番号： 044－911－3624

楽しい時間を過ごせてと
ても良かった。もっと多
くの人に来てほしいと
思ったほど良かった。

遠くまでは、なかなか行けないが近くでこのよ
うなイベントができることは、とても地域のため
になっているのではないかと実感しています。
また、町会の行事に園を使ってもらうなど、積
極的に地域の活動に携わっています。

検診の大切さがわ
かり検診を受けよ
うと思った。

丸山幼稚園在園の父母
および地域の方々
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区画整理で道は広くきれいになったけれど、
人々のつながりも一層多様になるよう、少し
でもお役に立てればと思います。
電話番号：070－5554－4917
Ｅ－mail ：grasskawasaki@gmail.com

地域の縁側として、人々が集えるひろばを
行っています。寺子屋、健康麻雀のほか、レ
ンタルスペースとして絵画や習字教室、ホー
ムパーティーも出来ます。

登戸付近に在住の小中学生で、学校の勉強を楽し
く学びたい人
健康麻雀で脳活！交流したい人
友達とのパーティー・学習会など楽しみたい人

いつも子供たちから
元気をもらっています！

老若男女、障害がある人も
ない人も、いろいろな人が
楽しく遊友ひろばを利用し
て活動できます。

【寺子屋】
毎週月曜日 １７時～２１時１５分
（１H ５００円 軽食サービスつき）※時間につき応相談

【健康麻雀】
毎週火曜日 １３時～１７時 初・中級
毎週金曜日 １０時～１５時 中・上級

【レンタルスペース】
随時 詳細はご連絡下さい

場 所：認定NPO法人ぐらす・かわさき
遊友ひろば

①こども、お年寄りと接するのが好きな方
②小中学生の勉強（算数・数学・英語）を見
ることが出来る人
③麻雀ができる人
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主な事業
1)自費サービス(コミオプ)家事、介護、育児等の生活支援
サービス 2)介護保険サービス 3)川崎市委託事業(産前
産後家庭支援、要介護生活支援ヘルパー派遣) 4)居宅介
護支援 5)障害福祉サービス 6)送迎サービス

その他の活動として、地域カフェ、地域交流会 (フラダ
ンス、マンドリン演奏等)、ウェルフェス祭り参加年1回、
バスハイク企画。

主な事業の活動日時・場所はご利用者により異なります。
【地域カフェ】日 時：毎月第4土曜日13時半～15時

場 所：くるみ事務所
【地域交流会】日 時：年4回13時半～15時

場 所：くるみ事務所

周辺にお住いの方

活動しながら、地域
貢献を実践できる。

年齢に関係なく、自分に
合った働き方ができる。

事業活動や地域との関係づくり「たまり場くるみ
カフェ」「地域交流会」を通して、多摩区にお互い
さまのたすけあいの輪を積極的に広げたいです。

電話番号：044－934－3633
Ｅ－mail：w-kurumi@sea.plala.or.jp
ホームページ：http://wco-kurumi.sakura.ne.jp
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