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大崎ゆうゆうプラザは、高齢者と多世代の方々が利用・交流できる地域に開かれた施設です。
品川ボランティアセンターでは大崎ゆうゆうプラザの運営をしており、１年に１回のビッグイ
ベント、 「大崎ゆうゆうプラザまつり」を開催します。今年は昔懐かしいゲストと、とって
も可愛らしいゲストが登場します✿

日 時：平成 30 年 10 月 29 日（月）10 時～16 時
10 月 30 日（火）10 時～16 時
会 場：大崎ゆうゆうプラザ（品川区大崎２－７－１３）
内 容：■特別ゲスト・チンドン屋演奏とマジックショー
（早稲田大学チンドン研究会による生演奏♪）
■ハロウィンイベント
（西品川保育園とコラボ☆）
■演芸大会

■作品展示 ■模擬店販売など

どなたでもご参加いただけます！
ぜひ！お越しください✿
大崎ゆうゆうプラザ ℡.5719-5322

ポ
○

地域貢献ポイント事業とは、品川区在住の概ね 60 歳以上の方が指定のボランティア活動をした
場合にポイントが付与され、区内共通商品券や寄付に交換できる事業です。

単 発 活 動

活動時間 活動場所 新着 ◎急募

ポ 地域貢献ポイント対象活動
○

２０名

第２６回 ふれあい祭りのイベントスタッフ

祭りの準備・片づけ、模擬店販売お手伝い、会場整理など
 １１月４日（日） ９:00～1７:０0
（社福）品川区社会福祉協議会 ふれあい作業所西大井（西大井４）

公園清掃手伝い

定 期 活 動

品川総合福祉センター周辺の水やり
ポ 数名
○
植物の水やりをお願いします。
活動日時は応相談
（基本的週に１回から朝と夕方）
（社福）品川総合福祉センター（八潮５）
あんしんケアホーム小山（小山４）
演芸・楽器披露
１日 ６人まで

高齢者のデーサービスで手品・楽器・漫才
演芸等の披露をお願いします。
活動日は応相談（不定期）14:00～15:00
通所介護すずなり立会川（東大井２）

公園清掃を一緒にやってくれる方を募集します
月・水・金曜日（週１回～）
９:00～1２:00
（社福）福栄会
かもめ第２工房（西大井１）

楽器を使っての余興

囲碁のお相手

ポ １名
○

囲碁が好きなご入居者のお相手をお願いします
火・金曜日（週１～２回）
13：00～15：00
（社福）若竹大寿会
杜松特別養護老人ホーム（豊町４）

趣味活動の手伝い

１日

１日

５人まで

ギター・トランペット・サックスなどの楽器で
童謡や懐かしの歌などの演奏をしてくださる方を
募集します。
月から土曜日（月１回～）
1４:00～1５:00
㈱東急ウェルネス オハナ戸越銀座（平塚２）

食器洗い
あんしんケアホーム小山（小山４）

ポ １名
○

ポ １４名まで
○

ご入居者（１０～２０名分）の食べ終わった後
の食器を洗います
月～金曜日（週１回）
朝 9：00～10：00 昼 12：30～13：30
夜 18：00～19：00
（社福）愛生福祉会
上大崎特別養護老人ホーム（上大崎３）

１～２人名

利用者と一緒に絵画、カラオケをしてください。
カラオケ：主に機械操作 絵画：筆を洗ったり用紙を配るなど
絵画 火・土 10：00～12：00
カラオケ 火・水・木 14：00～15：00
サニーデーサービス（西大井５）
希望する活動がありましたらご連絡ください。☎ ５７１８－７１７２
(月～土 ９：００～１７：００、日・祝は休み）

こうよう

■「しなふく紅葉フェスタ～
地域とともに３５年～」のご案内
法人の祭りが、盛大に生まれ変わります。
楽しい一日を一緒に過ごしませんか？皆様、是非
おいでください。
日時：平成３０年１０月２８日(日)
午前１０時半～午後２時３０分
場所：品川総合福祉センター駐車場・１F ほか
品川区八潮５－１－１(雨天決行)
内容：ステージイベント(吹奏楽演奏、ダンス、歌、
ｹﾞｰﾑ、抽選会等)
模擬店（カレー・焼きそば・ビール飲み物・
その他いろいろ）
作品展示・販売、フェスタ記念無料サービス
(先着 300 名様)
ユニバーサル体験コーナーで盛り上がろう!
ペッパー君も来るよ。その他企画盛り沢山。
お問い合わせ先：品川総合福祉センター
地域福祉課(3790-4839)

うさぎさんの米寿のお祝い

第八十八回
ほっとサロン「うさぎのおみみ」

ほっとサロン「うさぎのおみみ」も八十八
回を迎える運びとなり、みなさまと共にうさ
ぎさんの米寿をお祝いしたいと思います。
お腹を抱えてのお笑いと、おいしいコーヒー
などをいただきながら、ご一緒に大いに楽し
みましょう！
日時：平成３０年１０月１７日（水）
午後２時～午後４時
場所：南品川ほっとサロン
（品川区南品川５－１０－３
南品川シルバーセンター内）
内容：「おいしいコーヒーのいれ方」
「私は騙された？劇場」
§落語「詐欺の電話にゃもう出んわ」
§漫才「悪質訪問販売に負けるな」
「まったり井戸端会議」
「秋を歌おう」
対象：地域の高齢者
（品川区在住でご自身で会場へ来られる方）

費用：無料
主催：傾聴バレンタイン

第１２回
朗読ボランティア交流会
朗読ボランティア活動の一層の向上をめざし、
現在活動している方、これから始めようと思って
いる方々で、朗読を披露しあい意見を交換する場
として交流会を開催します。是非ご参加下さい。
日

時：平成３０年１０月２６日（金）
午後２時～午後４時３０分
場
所：ボランティアセンター１０階活動室
（品川区大井１－１４－１
ファミーユ大井 １００３号室）
朗読発表：１人１５分以内（原則として）
※希望者が多い場合は当日抽選
参 加 費：無料
申
込：当日会場で受付します。
問 合 せ：朗読の会 <宙> 大嶋 功
☎３４９１－３３２１
☎０９０－５５２１－３７１８

品川ボランティア・ハーモニカ
メンバー募集
ハーモニカの音色を楽しんでみませんか？
私たちは、ハーモニカの音色に魅せられた仲間が
集い月２回練習しています。
ハーモニカに精通していらっしゃる先生の指導
の下、ハーモニカのＡＢＣから年間のテーマ曲ま
で練習しています。
活動としては、区内の障害者施設や高齢者施設
を訪問し、利用者の方々にハーモニカに合わせて
歌って頂くことで元気を分かち合う活動をして
います。その他に施設のイベント・ふくしまつり
などでも演奏しています。
年齢・性別は問いません。初心者大歓迎です。
体験学習もＯＫです。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
練 習 日： 第１・第３木曜日
午後１時～午後３時
練習場所： ボランティアセンター１０階活動室
（品川区大井１－１４－１
ファミーユ大井 １００３号室）
指 導 者： 会澤優子・野村敏子
会
費： 月額 2，000 円
※楽譜・テキストは準備します。
連 絡 先： 品川ボランティア・ハーモニカ
上島（０３－３４９１－２６７３）

ボランティア
募集中！！
（詳細は伝言板）

みんなの元気 どんなときも力を合わせて

～

■日 時 平成３０年 1１月４日（日）
午前１１時～午後 3 時
■会 場 ふれあい作業所西大井（西大井４－９－９）
☆西大井駅 徒歩１２分
☆大井町駅 東急バス「西大井駅」行き（井 05 系統）
西大井二丁目下車 徒歩 10 分
（※駐車場はありません）
■内 容
◎ふれあいみこし ◎模擬店 ◎写真展
◎クラブ活動発表 ◎自主製品販売 ◎リサイクル自転車販売 など
今年は、「みんなの元気 どんなときも力を合わせて」をテーマに盛りだくさんの企画
を用意しております。皆様のご来場お待ちしております。
※荒天の場合、中止および内容等に変更があることがございます。
■主 催 社会福祉法人品川区社会福祉協議会 ふれあい作業所西大井・西品川
■問い合わせ ふれあい作業所西大井 ３７７５－４５８５

品川区の子育て情報を一堂に集めて開催される「品川子育てメッセ」もおかげさまで１１回
目となりました。
★日 時：平成３０年１１月９日（金）
１０時３０分～１５時
★会 場：大井町駅前 きゅりあん７階イベントホール他
情報展示ブース、ステージ、ワークショップなど今回もママをお助けする情報が満載です。
ぜひ、お気軽にご来場ください。
また、当日の運営補助ボランティアさんも募集しておりますので、詳しくは下記までお問
い合わせください。
《問合せ先》
品川子育てメッセ 2018 実行委員会
TEL 3471-8610
E-mail：post201８@s‐messe.com
子ども食堂ネットワークも初めてブース出展します。
子ども食堂ってなに？近所にあるの？行ってみたいけど・・・
なんとなく興味のある方、ぜひ遊びに来てください！
楽しいイベントも考えています！
《問合せ先》しながわ子ども食堂ネットワーク事務局
TEL ５７１８-７１７２

