保護司って？

保護司の
クジラ先生

〜宮前第2地区社協だより〜
ホゴちゃん

サラちゃん

宮前区の保護司会には現在44名の保護司が在籍しており、宮前
第 2 地区社会福祉協議会の地域には 2 名の保護司が活動しています。

ベテラン保護司さんから…

罪予防活動、
罪予防活動
、学校との情報交換
学校との情報交換などを主に行っています。
などを主に行っています。

保護司として保護観察を受
けている人や生徒指導の先生

保護司法の規定に基づき、保護観察
保護観察と出所後の
と出所後の生活環境の調整
生活環境の調整、
、犯

保護観察

犯罪や非行をした人たちの更生を図るため、定期的に
面接を行い、約束事項
（遵守事項）
を守るよう指導すると
ともに、生活上の相談・助言や就労の手助け等を行います。

生活環境
の調整

少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後にスムー
ズに社会復帰できるよう、生活する予定地の調査や身元引
受人との話合い等を行い、必要な受け入れ態勢を整えます。

犯罪予防
活動

犯罪や非行を未然に防ぐとともに、罪を犯した人の更
生について理解を深めるために、世論の啓発や地域社会
の浄化に努めるものです。毎年 7 月は“社会を明るくす
る運動”強化月間として様々な活動が展開されています。

学校との
情報交換

中学校や高校の生徒指導担当教諭と情報交換を行い生
徒たちの非行の防止や地域と連携した環境整備を行って
います。

10月 川崎市社会福祉協議会会長表彰

各表彰者
の紹介

11月 共同募金活動
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など様々な人に接することに
より今まで知らなかったこと
を 数 多 く 教 え ら れ て い ま す。

● 広報誌「あけぼの」は地域福祉の新しい夜明けを願ってつけた名前です。

答えればいいのだろうか？と
常に自問自答しながら活動し
ており、これにより私自身が
成長できていると感じ感謝し
ています。
保護司となって 14 年。地域
の一員として微力な
がらも、活動に関わっ
て い る こ と は、張 り
合いとなっています。

…………… 土橋町内会
……………… 土橋町内会街路樹愛護会

2 月 社会を明るくする運動健全な青少年の表彰

… 西村公聖さん（土橋小学校 6 年生）
森下慎一さん（富士見台小学校 6 年生）

令和3年度の賛助会員を募集いたします

赤い羽根共同募金

集められた賛助会費は、お住まいの地域で開催さ
れる
「会食会」
や
「カフェ」
「子育て支援」
「みやまえフェ
スティバル」
等の福祉活動や啓蒙に活用されます。
事前に回覧等でお知らせいたしますが、ご賛同い
ただける方は、お近くにお住まいの民生委員児童委
員や町内会・自治会の方にご連絡ください。
〇募集時期
令和 3 年 3 月下旬頃～
〇ご協力金
1 口 1,000 円～

今年度は、コロナ禍の中、街頭募金は行えません
でしたが、多くの皆さまにご協力いただきました。
いただいた募金は、お住まいの地域福祉への活用
を主に施設や被災者支援等に活用させていただきます。
深く感謝申し上げます。
宮前第二地区社協実績（戸別）
〇赤い羽根 1,288,150 円
〇年末たすけあい 1,300,003 円

※何口からでも受付いたします。

行

土橋、
けやき平、
神木（R3.1月末現在）
世帯数
人

口

9,909 世帯
22,720 人

65 歳以上の人口

4,578 人

高齢化率

20.15 ％

また、自分が担当でなかったら、
この子、この人は、どうなる
のだろう？どのように相談に

……………… 田村延子さん（けやき平）

厚生労働大臣表彰

宮前区社会福祉協議会会長表彰

宮前第二地区社会福祉協議会
（土橋・けやき平・神木）
川崎市宮前区宮崎 2−6−10
宮崎台 ガーデンオフィス 4 階
ＴＥＬ 044（856）5500
ＦＡＸ 044（852）4955
発行人
会長 老門 泰三
編集人
広報委員会
発

ひとり暮らし支援サービス「緊急通報システム」
ひとり暮らしの高齢者等の緊急時に通報する川崎市の福祉サービスです。
利用を希望される方は、地域の包括支援センター、または担当のケアマネジャーへ
ご連絡ください。
＜土橋地区＞
＜けやき平・神木地区＞
●レストア川崎地域包括支援センター ●地域包括支援センタービオラ宮崎
電話：976–9590
電話：948–5371

※令和 3 年 2 月下旬現在

＊
＊
＊

昨年からコロナ禍が続いて
おり、２回目の警戒宣言も延
長され自粛生活も限界と思わ
れますが、まだまだ続く覚悟
が必要かと心配しております。

＊

保紀

昨年末に副会長の老門聰子
氏が逝去されました。この紙
面をお借りして、哀悼の意を
表すとともにご遺族の方には
心よりお悔やみ申し上げます。
故人は、長年に亘り
「あけぼ
の」
の発行に尽力されました。
「あけぼの」
の編集に携わっ
て頂けなくなったのが残念で
なりません。

小川

「あけぼの」
は、今後とも第
２ 地区社協の広 報 誌として、
皆様に愛される紙面づくりに
邁 進してゆ く 所 存ですので、
宜しくお願い致します。
Ｓ・Ｋ



広報委員長

問合せ先

０４４（８５５）１２５６

「ヘルプマーク」について

宮崎
宮前区役所

福祉パル

(川崎市宮前区社会福祉協議会)

ムラタ酒店

花園橋北
宮前平

宮崎台
スギ薬局 皮膚科

花園橋

歩道橋

新型コロナ感染症に翻弄された令和 2 年も終わり、令和 3 年になりましたが、依然として
感染症終焉の見込みは遠く、 2 月より開始されたワクチンによる効果に期待がかかります。
新型コロナ禍は、マスメディアの報道に見られるように、社会的弱者と呼ばれるさまざまな
人々を直撃し、宮前第二地区社協の福祉施策の対象領域にも強い影響を与え、残念ながら多く
の企画が開催できない状態に陥っています。
感染への恐怖から家に引きこもって世間とのお付き合いを断つことは、身体機能や認知機能
のフレイル（虚弱）を招くおそれがあります。
当社協ではすこやか活動として公園体操などの屋外での活動や密を避けた少人数の催しなど、
開催可能な企画の継続を模索しながら実施しています。詳しくは町内の掲示板や「あけぼの第
51 号」をご覧ください。
人ごみの少ない公園などを散歩する、公園体操に参加する、マスクを着用のうえ部屋の換気
をし、一定の距離を保つなどの感染対策に注意を払いながら会話を楽しむなどフレイルに陥ら
ない工夫をして健康な生活の維持を目指しませんか。
川崎市や宮前区のホームページを見るとお困りごとに対する相談窓口を知ることができます。
皆様の近くの民生委員児童委員は身近な相談相手です。困ったときは声をかけてください。

会長 老門 泰三

尻手

黒川

線

馬絹

至 溝の口

宮前老人
福祉センター
246

国道

号

「ヘルプマーク」は、義足や人工関節を使用している方、内部障がいのある方、妊婦の方等、
外見からわかりにくい障がいのある方々のためのマークです。
周囲の方に配慮や援助を必要としていることを知らせるためのものです。
＜問い合わせ先＞

●宮前区役所高齢・障害課

電話：856–3304

FAX：856–3163

訪 問
ート
レポ

ご近 所に養護施設 が あ る の を ご 存 知 で す か ？

里親制度を知っていますか？

私たちの近所には馬絹 1 丁目に児童養護施設 “川崎愛児園”があります。
様々な理由により家族と一緒に暮らすことができない 18 歳未満の子ども達を児
童相談所から預かり、安全で安心できる生活環境のなかで心身ともに健やかに成長、
自立できるように支援する施設です。
一人一人に与えられた個室で落ち着いて過ごし、職員が作る温かい手料理を食べ
ながら楽しい時間を過ごすことができます。勿論、施設から学校に通うことも。卒
園後も援助し温かく見守っており、奨学金を利用し大学まで進学した子もいます。
昨年の 11 月 24 日に我々児童福祉委員会のメンバーで訪問した時は、あいにくと
川崎愛児園
子ども達が登校中で会うことはできませんでしたが、以前、他団体の活動として草
刈りで訪問した時は、休日だったので一緒に話しながら草刈りをしたことも。とて
も人懐っこい感じの子が多く、健やかに成長している印象が強く感じられました。
施設の基本方針は、
「児童一人ひとりが命を大切にする心を持ち、心身ともに健
康で調和のとれた人間として成長し、健全な社会人として自立した社会生活が営め
るよう支援すること。また、施設機能の専門性を活かし地域社会に協力すること」
となっています。
施設内には地域交流スペースが設けられており、毎週木曜日に行われている「子
ども広場 あいあい」では、子育て家庭を支える目的の居場所事業として、放課後
の充実や学習指導、夕食作りなどの活動をしています。運営にあたって地域の方々
川崎愛児園 フロア
から新品の日用品など寄付を頂きとても助かっています。
愛児園のいろいろな活動に参加させて頂く様になり感じたことは、愛児園を核に“福祉の心”の輪を広げていけたら
と思いました。皆さんも地域の一員として何かできることがないか、今一度考えてみませんか。

児童福祉委員 江木 幸子
宮前第 2 地区社会福祉協議会の児童福祉委員会では、日頃より関係機関と連携をとりながら地域の児
童福祉について考え、活動しています。今回宮前区にあり児童福祉に多大な貢献をしているこの施設を訪
問し、施設の内容、児童の生活ぶりなどお話を伺いました。
コロナ禍の中の訪問、施設の方々も他者の受け入れは気遣うところではあったと思います
が、快く受け入れてくださり施設内の案内、社会的な児童の現状や家庭の状況などのお話を
伺うことができました。愛児園の施設長はじめ職員の皆様にはお礼申上げます。

委員長 山本 良子

ちょっと
ブレイク

川崎市フォスタリング事業受託機関 NPO 法人キーアセットが主催する
「里親制度」説明会に参加し、リクルートコーディネーターの方にお話しを伺いました。
～あたたかい家庭を必要としている子どもたちに「家庭」という環境を～
子どもが当たり前に自分の家で、自分の家族と一緒に暮らすということ、そんな当たり前のことが様々な理由でで
きない子どもたちが、今の日本にはたくさんいます。
こうした子どもや若者たち（ 0 歳～ 18 歳）が全国でおよそ 45,000 人いますが、私たちが住む川崎市にはおよそ 400
人います。しかし、里親家庭で暮らしている子どもや若者の割合はおよそ 20% に過ぎず、ほとんどが乳児院や児童養
護施設で暮らしています。
社会が公的責任を担い、子どもや若者の最善の利益を目的に彼らを養育することを「社会的養護」といいますが、
「里
親制度」は、彼らが家庭生活の中で適切な養育と愛情をたっぷり受けながら育つことを目的にした、子どもと若者の
ための制度です。
現在、養子縁組を目的としない「養育里親」として登録している家庭は、全国でおよそ 9500 世帯、川崎市はおよそ
100 世帯ありますが、彼らのもつ様々なニーズにこたえるためには、もっと多くの養育里親さんが必要です。
～里親になるためには～
特別な資格は必要ありません。子どもの養育についての理解・熱意・子どもに対する愛情をもっている等の要件を
満たせば、どなたでも申し込むことができます。申し込み後に里親になるためのトレーニングを受けていただく必要
がありますが、キーアセットが独自のプログラムで里親登録までサポートします。
「養育里親」について興味を持たれた方、里親制度説明会の情報などもっと詳しく知りた
い方は「キーアセット」までお気軽にご連絡ください。
＊問い合わせ先：キーアセット・川崎オフィス
（URL： https://keyassetsnpo-kawasaki.jp/）
Tel：044-948-9146  Mail： info@kiiasetto.or.jp

ひとりで頑張りすぎない子育てを
ひとりじゃないよ！ ひとりにしないよ！

子どものことで眠れない

子どもが学校に行きたがらない

少しだけ自分の時間が欲しい

うまくできな
いのって自分
だけ？

子どもを怒りすぎてしまう

時短で簡単「巣ごもりレシピ♥」

こんな悩み、
ぜひご相談
ください！

『ちくわとチーズのくるくる巻き』
●ちくわ：4本 ●スライスチーズ（溶けないもの）：1枚
●しょうゆ：大さじ 1／2 ●みりん：大さじ 1／2
●マヨネーズ：大さじ1／2 ●白すりごま：大さじ半分
●しその葉：数枚 ●サラダ油：少々
●つまようじ：4本

子育ての正解がわからなくてつらい

他の人はどう
してるの？

子育てにイライラしてしまう

どうしたらい
いんだ…

子育てサロン（第 4 民生委員児童委員協議会 子育て支援）
〈問い合わせ〉山本 TEL：888-6237

作り方
１．
チーズは8等分に細長く切る
２．
ちくわは縦半分に切る
３．
ちくわの窪みにチーズをのせて手前からくるくる巻く
４．
つまようじ1本に巻いたちくわを2つずつ刺す
５．
フ
 ライパンにサラダ油を入れ両面さっと焼いて、しょうゆ・み
りん・マヨネーズを合わせてからめる
６．
お皿に盛って上からすりごまをかけて出来上がり

半分に切る

半身のちくわの
くぼみに切った
チーズを乗せる

手前から巻く

つまようじに
刺す

※刻んだ「しそ」をのせると大人の味に！！

すくすく土橋

～つちはしプレーパーク～

育児がつらい

「まぎぬ児童家庭支援センター（TEL：863-7855）」は、地域で保護者と子どもが安心して
過ごせるよう他の支援機関とも連携し、子育て家庭を支援しています。
また、併設されている児童養護施設（川崎愛児園）が行う、地域のお子さんのショートス
テイ（宿泊預かり）・デイステイ（日中預かり）の相談窓口としても相談を受け付けています。

材 料（2人分）

冒険遊び場

すくすくけやき平

すこやか神木

「自分の責任で自由に遊ぶ」を
モットーに、禁止事項を極力な
くした外遊びの場です。
「土橋第一公園」で行っています。
みやまえ子育てガイ
ド「とことこ」

寺子屋学習支援 
地域の皆さんが先生
となって、宿題やプ
リント学習などを
「富士見台小学校」
「土橋小学校」「平小
学校」で行っていま
す。

