
平 成 ３ ０ 年 度 事 業 報 告 書 
 
 

                           法人の名称  NPO法人アイゼン 
 
 

１ 事業の成果 
   「子育て支援の活動」「高齢者の相談、地域のコミュニティーを作る活動」「地域の学生の

支援」の３つを中心に人が助け合う街作りを目指す活動に取り組んだ。 
川崎市が目指す地域包括ケアシステムを理解しながら活動ができた。 

 

２ 事業内容 

  （１）特定非営利活動に係る事業 

①地域への福祉支援事業 

   本年度、実施せず。 

     

②高齢者・障がい者への保険適用外の支援事業 

本年度、実施せず。 

 

③障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サ

ービス事業 

本年度、実施せず。 

 

④障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支

援事業 

本年度、実施せず。 

 

⑤その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 

     

  ア 介護・福祉の啓蒙活動 

・「介護・福祉からの終活」の個人への普及 

本年度、実施せず。 

イ 「介護・老人ホーム相談」活動 

・内   容  地域の住民に介護や老人ホームについての相談を受け、介護

保険の相談＆を受けた。 

グループホームの紹介や老人ホーム紹介なども行えた。 

・日   時  通年 

・場   所  川崎市、横浜市 

・従事者人員  ２人 

・対 象 者  介護保険を使おうとする者および家族 １０人 

・費   用  ０円 

 

ウ 子育て支援事業 子ども食堂 

・内   容  百合ヶ丘・新百合ヶ丘子ども食堂１年通して実施できた。 

        食事を漁魚の海から運び、場所を貸していただける、百合ヶ

丘ルミナス保育園、麻生プレップスクール、漁魚の海を会場

に地域の小学生からシルバー世代までがスタッフとして協力



   

 

 

した頂く。働く親子を中心に参加している。 

        寄付をいただきおやつを準備することができた。 

・日   時   第１１回  ４月１６日（月） 

第１２回  ５月１４日（月） 

第１３回  ６月１８日（月） 

第１４回   ７月２３日（月） 

第１５回   ８月  ６日（月） 

第１６回   ８月２０日（月）  

第１７回   ９月１０日（月） 

第１８回 １０月１５日（月） 

第１９回 １１月２２日（木） 

第２０回 １２月１０日（月） 

第２１回  １月１１日（金） 

第２２回  ２月２０日（水） 

第２３回  ３月２０日（水） 

時間は全て１７時～１９時 

※回数は、子ども食堂初回からの通算の実施回数。 

・場   所  漁魚の海             川崎市麻生区百合丘 1丁目 16-36 

        百合丘ルミナス保育園 川崎市麻生区百合丘 1丁目 19-2 

星ビル 3F 

        麻生プレップスクール 川崎市麻生区万福寺 1丁目 10-10 

・従事者人員  ３０人 

・受益対象者  園児・児童及びその保護者など  １１０２人 

・そ の 他  子ども桜祭り（子ども食堂資金集め）を実施。 

        小田急線柿生駅近隣の麻生川（川崎市麻生区片平あたり）の

桜並木で出店を出し、その収益と募金を子ども食堂の資金に

する。 

３月２３・２４・３０・３１日（土・日）１０時～１８時に 

学生を中心に行った。 

・費   用  ７２９，６５６円（内助成金対象は５１０,９６５円） 

 

エ 子育て支援事業 働く親への支援 

・内   容  サタデーキッズパークと称し、小学校までにドッチボールを 

・日時、場所    ６月２３日（土）１０時～１１時３０時 

百合丘ルミナス保育園 

川崎市麻生区百合丘 1丁目 19-2 

星ビル 3F 

９月 １日（土）１０時～１１時３０時 

川崎市立西生田中学校体育館 

１１月 ２日（金）１０時～１１時 

          百合丘ルミナス保育園 主催 

百合丘第２公園 

１１月 ７日（水）１０時～１１時 

          百合ヶ丘ルミナス保育園 主催 

百合丘第２公園 

２月１６日（土）１０時～１１時３０分 



   

 

 

中野島小寺子屋 主催 

川崎市立中野島小学校体育館 

・従事者人員  １０人 

・対 象 者  園児・児童及びその保護者   １００人 

・費   用  ８,０７８円（一般募集のみ） 

 

オ 子育て支援事業 小学校入学準備 

・内   容  小学校入学準備講座を幼稚園・保育園年長さんの保護者対象

に行った。情報を提供することで働くお母さんが気持ちの上

で準備することに期待ができる内容になった。 

・日   時  １２月 ８日（土）１０時～１１時３０分 

１月１２日（土）１０時～１１時３０分 

・場   所  百合丘ルミナス保育園 

・従事者人員  １０人 

・対 象 者  保育園・幼稚園の保護者 ５人 

・費   用  ３５２円 

 

カ 子育て支援事業 高校入試セカンドオピニオン 

・内   容  高校入試などの進路相談を学校や学習塾以外で退職教員によ

る支援を行った。７月に中学３年生の保護者から希望があっ

た。 

・日   時  通年 

・場   所  麻生プレップスクール 

・従事者人員  １人 

・受益対象者  中学生３年生保護者  ２人 

・費   用  ０円 

 

キ 地域への学生・若者支援事業  

・内   容  子ども食堂の運営、サタデーキッズパークの企画運営、小学

校入学準備講座の補助など学生が、地域支援をできる場の提

供を行う。 

・日   時  ウ、エ、オ、カの当日運営・補助、前日まで企画計画・準備、 

片付け 

・場   所  川崎市麻生区・多摩区 

・従事者人員  １５人 

・対 象 者  麻生区・多摩区の大学生など  １５人 

・費   用  ０円 

 

ク 地域コミュニティー事業 地域連携室の管理・運営 

・内   容  「結」ケアセンターいくた、「結」ケアセンターたまがわ、「結」

ケアセンターあおばの各施設に併設されている地域連携室の

管理運営を行い、各地域コミュニティーの一助を担う。南生

田地域では、地域住民の自主的な活動が増え稼働率も上がっ

ている。中野島地域では中野島地域包括センターが地域連携

連携室を借り、子育ての支援を中心にするカフェなどを行っ

ている。恩田地域は自治会の会合を開いている。 



   

 

 

また業界全体が慢性的な介護人材不足のため、所有法人も

管理運営に困難をきたす恐れがあるため、管理運営を任され

る。 

・日   時  通年 

・場   所  「結」ケアセンターいくた いくたの丘 地域連携室 

川崎市多摩区南生田 1-31-6 

「結」ケアセンターたまがわ 川崎市多摩区中野島 1655 

「結」ケアセンターあおば  横浜市青葉区恩田 

・従事者人員  ２人 

・受益対象者  南生田 1丁目地域住民の一部 ２００人 

中野島地域住民の一部     ５０人 

恩田地域住民の一部      ２０人 

・費      用  １２９，２８４円 

 

ケ 地域への福祉支援事業 川崎市障がい者職場体験事業への 

体験場所の提供・体験場所のマッチング 

・内   容  川崎市障がい者職場体験事業への体験場所の提供を探しして

いる。また体験場所をマッチングするよう近隣の会社に呼び

かけをしている。来年度は企業集が増える予定。 

・日   時  通年 

・場   所  麻生福祉用具センター「結」 

        株式会社日本ライフケア 本社 

・従事者人員  ２人 

・受益対象者  川崎市北部に住む精神障がいをお持ちの方 １０人 

・費      用  ０円 

 

コ 子育て支援事業  夏休み（冬休み）の宿題をする臨時学童 

・内   容  長期休みに、わくわくなどの学童に通う子ども向けに夏休み

の宿題を進め、働く親の負担の軽減を目指し行った。 

・日   時  ７月２５日～８月９日の平日 １５時～１９時 

        １２月２５～２７日の平日  １５時～１９時 

・場   所  麻生プレップスクール 

・従事者人員  １０人 

・受益対象者  小学生７人・中学生３人 

・費   用  １５１，２７２円 


