
　心身に障がいを持った子どもたちが放課後や長期休暇に利用する放課後等デイサービスでは、
地域の高校との交流の場を持たせていただいています。掛川工業高校の吹奏楽部の演奏会、掛
川東高校とのカレー作りは恒例行事となっています。個々にボランティアとして活動に参加し
てくれることも増えてきました。共に活動することで、多くの刺激を受けています。

市内高校生の皆さんと交流しました
（放課後等デイサービス）

掛川工業高校のみなさん

掛川東高校生
ボランティアさんと風鈴作り

掛川東高校生とのカレー作り

キョーちゃん

掛川市社会福祉協議会本所
掛川市掛川 910-1

総合福祉センター（あいり～な）本館２階
TEL ２２－１２９４
FAX ２３－３３１９

南部大東ふくしあ
社会福祉協議会

掛川市三俣620
市役所大東支所１階
TEL ７２－１１３５
FAX ７２－６６７７

南部大須賀ふくしあ
社会福祉協議会

掛川市西大渕100
市役所大須賀支所１階

TEL ４８－５５３１
FAX ４８－１０１３

ホームページ　http://www.kakegawa-syakyo.or.jp/

申込み・問合せは
こちらまで
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掛川市社会福祉協議会

――――  この社協だよりは赤い羽根共同募金の助成金で発行しています ――――



事業種別（対象別） 件　数 金　額
高 齢 者 事 業 63件 1,312,000円
障がい児・者事業 20件 602,000円
児童・青少年事業 15件 305,500円
合　　計 98件 2,219,500円

このように使わせていただきました。 助成総額4,830,500円
①お見舞の助成 ②福祉事業への助成
世帯の種別 配分世帯数 金　額
母子父子世帯 47件 707,000円
高齢者世帯（独居含） 95件 1,249,000円
障がい者世帯 37件 507,000円
その他の世帯 10件 148,000円
合　　計 189件 2,611,000円

▲連合静岡
　東遠地域協議会の皆様

▲シニアクラブ
　掛川支部の皆様

▲矢崎部品㈱大東工場全矢崎労働組合大東支部
　大浜工場全矢崎労働組合大浜支部の皆様

▲大東明るい社会づくり運動
　推進協議会の皆様

▲明るい社会づくり運動静岡県
　掛川地区協議会の皆様

　「つながりささえあうみんなの地域づくり」をスローガンに今年度も12月１日から31日まで実
施しました。みなさまからご協力いただいた募金は、全額を静岡県共同募金会（県共同募金会）
へ送金しました。そして、改めて県共同募金会から受けとった助成金を、掛川市内の生活にお困
りな方へのお見舞金や、福祉団体・ボランティア団体等が年末年始に行う福祉事業に助成させて
いただきました。
　募金総額と助成総額との差額につきましては、社会福祉協議会が実施する地域福祉事業費と掛
川市共同募金委員会事務費として県共同募金会から助成されます。温かな支え合いの気持ちをあ
りがとうございました。

� 募金総額　８,５０４,７０２円
募金種別 募金額 ご協力していただいた方法
戸別募金 6,402,418円 各世帯に封筒募金としてご協力いただきました
街頭募金 456,181円 団体や学生の皆さんにご協力いただきました
篤志家・団体 1,646,103円 社協にお届けいただきました

歳末たすけあい募金運動報告
ご協力ありがとうございました。
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和田岡地区福祉協議会
子育てサロン「親子ふれあいの部屋クリスマス会」

　歳末たすけあい事業のおかげで子育て支援のクリスマ
ス会を実施することが出来ました。子供たちも歌ったり、
ぬいぐるみの人形と遊んだりその後サンタクロースから
プレゼントをもらい大喜びでした。毎年、子育て支援部
の活動にご協力をいただきありがとうございます。

原田地区福祉協議会　元気クラブ
元気クラブクリスマス会

　温かい善意の寄付のおかげで今年も地区の高齢者と
ボランティアの交流の場となるクリスマス会を開催す
ることが出来ました。
　ありがとうございました。

高齢者サロン「和会」
「和会」クリスマス会

　地域の高齢者と一緒にクリスマス会を開催し楽しい
時間を過ごすことが出来ました。
　寄付を寄せてくださった皆様、本当にありがとうご
ざいました。

国浜サロン　ふらっと
国浜サロンふらっとクリスマス会

　色々なことが起こった一年でしたが、地域の輪をこ
れからも少しずつ広げる様に努力したいと思います。
温かい善意の寄付を本当にありがとうございました。

助成団体から、「ありがとうメッセージ」が届きました！

～掛川市社会福祉協議会赤い羽根地域福祉促進事業第２次募集助成結果～
○桜木地区福祉協議会：ミュージックベル� （15,000円）

○八坂楽寿会　　　　：輪投げ一式２セット�（22,000円）

○二瀬川シニアクラブ
　　　　　　　明人会：スカットボールセット�（58,000円）

⎫
⎜
⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎜
⎭

《合計》
　３件　９５, ０００円
　�以上の地区へ助成させて
いただきました。
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３月行事予定

大東児童館
（大東保健センター　2階）

TEL　72－7830

日 曜
日 時間 行　　事

５ 火
10：00 ぱんだくらぶ（０歳児）
14：40
15：30 英語であそぼう（園児）

7 木 18：00 ドッジボールクラブ（小学生）
9 土 13：20 キッズクッキング（小学生）

12 火
10：00 ぱんだくらぶ（０歳児)
14：40
15：30 ジャンプクラブ(園児)

13 水
 9：30 こあらくらぶ（２歳児）
10：30 うさぎくらぶ（１歳児）

大須賀児童館
（大須賀老人福祉センター　2階）

TEL　48－5965

日 曜
日 時間 行　　事

2 土 13：30 一輪車クラブ
（あいり～な 福祉活動館）

6 水 10：00 すくすく広場
7 木 10：00 つくしんぼ合同
9 土 10：00 作ってあそぼう
16 土 10：00 わくわく終了式
23 土 10：00 卓球で遊ぼう

掛川児童交流館
（総合福祉センター（あいり～な）本館3階）

TEL　24－0822

日 曜
日 時間 行　　事

3 日 9：30 交流館まつり
6 水 10：00 ちびっこ広場
8 金  9：45

10：30
にこにこベビーＡ
にこにこベビーＢ

9 土
 9：00
10：30
13：30

ハンドメイドＡ（ダイヤモンド）
ハンドメイドＡ（キョーちゃん）
ハンドメイドＢ

10：00 おもちゃ病院
10 日 10：00 にこにこたまご
20 水 10：00 ちびっこ広場
22 金 10：00 囲碁体験教室
26 火 13：30 春休み人形劇

と　き：平成31年２月16日（土）13：20～15：00
ところ：大東保健センター２階　調理室
内　容：スイートチョコボール
対　象：小学校１～６年生　20名（先着順）
持ち物：参加費200円、飲み物、三角巾、エプロン、マスク
　　　　ふきん2枚、手ふきタオル、持ち帰り用容器
　　　　出席カード（初めての人は当日渡します）
申込み・問合せ先：大東児童館　☎72－7830
　　　　＊小学生は自分で申込みしてね！

キッズクッキング
　２月２日（土）9：30～　申込み受付開始　

毎週火曜日は★お話の広場★
午前11：00～

手遊び・絵本の読み聞かせなど
３月26日㈫はお休みです。

おもちゃ図書館
かけがわキューピーおもちゃ図書館は…
障害の有る無しを問わず、おもちゃを
通して交流を深め、みんな一緒に遊ぶ
場です。

３月は…
 17日（日）
 10：00～15：00

毎週木曜日は★おはなしの木★
午前11：00～

手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど

★活動時間・内容等変更する場合がありますので、毎月の「児童館だより」・「交流館だより」をご覧ください。
　（※掛川市社会福祉協議会のホームページからも児童館・交流館だよりをご覧いただけます。）
★申込み・内容については各館にお問い合わせください。
★行事等で撮影した写真は、館内での掲示、おたより、HP、Facebook等への掲載に使わせていただくことがありますので、ご了承ください。

また、支障がある方は職員までお申し出ください。

と　き：平成31年２月23日（土）10：00～12：00
ところ：大東保健センター２階　調理室
内　容：そば打ち体験
対　象：小学校１～６年生　20名（先着順）
持ち物：参加費200円、飲み物、三角巾、エプロン、マスク
　　　　ふきん２枚、手ふきタオル、お箸
申込み・問合せ先：大東児童館　☎72－7830
　　　　＊小学生は自分で申込みしてね！
　　　　※２月16日（土）受付締め切り！

そば打ち体験
　２月２日（土）9：30～　申込み受付開始　

にこにこたまご　（申込み受付中）　
と　き：平成31年2月10日（日）10：00～11：00
ところ：掛川児童交流館　会議室
対　象：第一子妊娠中の妊婦さん
内　容： 赤ちゃんグッズを作ろう、フリートーク、絵本・　

手遊び・おもちゃの紹介など
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24－0822

みんなで「カロム」まきずしぱーてぃー！（申込み受付中）
と　き：平成31年２月16日（土）10：00～13：00
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間
対　象：3歳～小学生　10名（未就学園児は、保護者同伴のこと）
　　　　わくわくキッズのクラブ員も参加します。
内　容：カロムで遊ぼう！昼食に巻きずしを作るよ。
持ち物：昼食代100円、マスク、エプロン、三角巾、
　　　　ふきん２枚、手ふきタオル、水筒
※キャンセルは2日前までにお願いします。
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965

卓球で遊ぼう！　（申込み受付中）　
と　き：平成31年3月23日（土）10：00～12：00
ところ：大須賀老人福祉センター　ロビー
対　象：小学生～大人　20名
内　容：簡単なゲームから試合まで行います。
持ち物：参加費　小・中学生100円、大人300円
　　　　水筒、上靴、あせふきタオル
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48－5965

と　き：平成31年２月17日（日）10：00～11：30
ところ：総合福祉センター　共用会議室
対　象：小学生25人　(先着順)
　　　　　　※保護者、兄弟姉妹の参加もＯＫです。
内　容： 常葉大学附属菊川中・高校生が、おもしろ実験や科

学の工作をおしえてくれます。
持ち物：参加費200円、作品をいれる袋
　　　　◎小学生は自分で申込みしてね！
申込み・問合せ先：掛川児童交流館
　　　　　　　　　　　　　　☎24－0822

常葉サイエンス
2月2日（土）9:00～　申込受付開始
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　12月９日（日）大須賀老人福祉センターで青年学級「四つ葉の会・この指
とまれ」合同クリスマス会を開催しました。当日は、ボランティア・学級生合
わせて50名以上が参加し、みんなでクリスマスソングを歌った後、スーパー
マルチアーティストひかるくんをゲストとしてお招きし、マジックを披露して
いただきました。午後はみんなでクリスマスオーナメントを作りました。
　青年学級は、南部・北部それぞれの会場で毎月1回さまざまな活動を行っ
ています。本事業では、活動のお手伝いをしてくれる高校生以上のボラン
ティアを随時募集しています。

　現在、ひきこもり状態にある人は全国に54万人、人口に対する出現率は0.5％と言われて
います。市内にあてはめると600人弱の人がその状態にあると推測されます。（2017年内閣
府調査データ）
　社協では下記の事業を実施しています。お気軽にお問合せください。

ひきこもり者居場所支援事業
「就労はまだ…でも誰かと関わりたい。」「自
宅以外の居場所が欲しい。」という当事者のみ
を対象とした居場所を、地域若者サポートス
テーションかけがわと共催で開催しています。
日　時：毎月第４水曜日 13時30分～16時
会　場：総合福祉センター 東館１階相談室
内　容：�読書や手芸等自分の好きなこと、
　　　　ボランティア活動、個別相談
　　　　※詳細はお問い合せください。

当事者家族の学習会 サロン
当事者家族のみを対象に、ひきこもりに
ついての学習、悩みの共有、情報交換を
する等のサロン活動を行っています。
※おしゃべり会はサロン活動のみで学習
会はありません。会場、時間は学習会サ
ロンと同様です。
＜おしゃべり会＞　
　日　時：平成31年２月23日（土）
　会　場：総合福祉センター 共用会議室
＜学習会＞
　日　時：平成31年３月23日（土）
　　　　　13時30分～15時30分

ひきこもり者支援啓発講演会
当事者家族が安心して地域生活を送るために
は、専門機関だけでなく地域住民の理解も不
可欠です。本講演会は市民を対象に、理解啓
発活動を行い、誰もが暮らしやすい地域の実
現を目指します。

【問合せ先】
　地域福祉係　☎22-1294（担当：堀場）
※個別相談は随時対応しています。
　別途調整していますので、是非お問合せ
　ください。

☆☆ 青年学級クリスマス会 報告 ☆☆

～学童保育所 支援員募集～
対　象：65歳位までの方(大学生・専門学生含)
場　所：市内10か所の学童保育所
期　間：登録日より（土曜保育あり）
　　　　※勤務時間・勤務日数・募集人数等については、お問合せ下さい。
申込み：３月１日（金）締切

【申込み・問合せ先】地域福祉係☎22-1294（担当：相澤）

【問合せ先】
　☎22－1294
　（担当：片岡、岩瀬、清水）

ボランティアセンターからのお知らせ
総合福祉センター（あいり～な）内　TEL：24-6263　FAX：23-3319

ボランティアに関する相談・問合せは　ボランティアセンター・南部大東ふくしあ社協・南部大須賀ふくしあ社協まで

ひきこもり者支援事業について

募集
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掛川市社会福祉協議会「賛助会員・団体施設会員」
加入していただき、ありがとうございました。

ご協力いただきました会費は、地域福祉の推進のため有効に活用させていただきます。

※5,000円以上の賛助会費を納入いただいた方を順序不同、敬称略で掲載させていただいています。
� （平成31年１月９日現在）
● 賛助会員 ●（５口以上、順不同、敬称略）
・袴田豊昭・宗教法人永江院・橋本紘司・明田多美子・鈴木保男・キャタレントジャパン㈱・㈱倉石・平井順策
・伊藤巌・中遠環境保全㈱・山啓製茶㈱・加藤勝男・ヤマハモーターパワープロダクツ㈱・リンナイテクニカ㈱
・㈲オカザ掛川市農業協同組合・久保田康徳・清水澄子・㈱アクセス・落合登・横井脩二・小柳満夫・若森久雄
・三笠運輸㈱・榛葉正志・兼子昌己・もちや�鈴木定雄・㈱掛川平和商会・佐々木製茶㈱・宗教法人寶住寺�佐々木宏道
・㈱平野工業・松下廣子・宗教法人龍登院�川口素見・㈱松下組・丸山製茶㈱・㈱かねも・㈲久田瓦店・横井義子
・真如寺�足立哲彦・正願寺�中村宏人・㈲掛川モータース・魚友㈲・㈱藤田鉄工所・馨敏郎
・（医）社団順仁会きたはらクリニック・㈱三善・きたはらクリニック通所リハセンターＥＩМ・㈲風間新聞店
・小野クリニック�小野七生・㈱鳥よし商店・関本悦子・㈱中遠電気・㈱富士薬品・㈲掛川製作所・松下文子
・加藤正智税理士事務所・鈴木五男・㈲大石種苗店・セブンイレブン上張店・桑原貞秋・中部電力㈱掛川営業所
・ビューティ-エバヘアメイクアップアートBOY・三浦菜美子(三浦歯科医院)・㈱浅岡工業
・㈲マルテ・伊藤削節店�伊藤修一・（医）ハート会ながおか内科�長岡憲保・増本常夫・掛川信用金庫
・近藤歯科医院�近藤均・NECプラットフォーム㈱・掛川茶商協同組合・大川原淳哲・池端産業㈱・㈱川島組
・山崎和則・㈱勝又商店掛川支店・（医）川口会・宮澤稔行・坂井良子・倉元みつ江・佐野医院�佐野克行・森田菊司
・鈴木正治・㈱金田組・㈱ミナミ・松葉倉庫㈱・嶋勝己・中遠化学�小林好見・松浦梱包輸送㈱・松浦哲二
・山田和己・大雲院・協和水道㈱掛川営業所・㈲石川自動車・（医）宇野会�宇野浩之・㈱尾崎工務店・くわたか自動車
・㈱コプレック・静岡資材㈱掛川販売支店・鈴木製機㈱・山崎勝敏・㈱新開トランスポートシステムズ
・㈱静岡茶通信販売センター・丸堀製茶㈱・森島真隆・山本清一・合葉かね子・天理教薫遠州分教会�福島修一
・宗教法人�春林院�白木由高・㈱トダックス�井口真一・佐藤亘亮・染葉充之・㈲一乳・丸松興事㈱・天野百々香
・㈱マツイ健設・㈱北陽・松本敏春・㈱マルコポーロジャポン代表取締役�影山淳・大浜給食協同組合
・小澤幸子・㈱榛葉鉄工所・㈲大東新聞センター・㈲大城農用地開拓�大鐘伸彦・小笠原哲夫、まち子・加藤芳子
・小笠原加工㈱・井田貞鳳�妙徳寺・松山光志・民生委員児童委員協議会・掛川市部課長会・齋藤善久・松井洋治
・丸山文男・㈱キャタラー・㈱杏林堂薬局・武州総合サービス㈱・静岡営業所武州総合サービス静岡㈱・八木宏之
・明るい社会づくり運動静岡県掛川協議会・掛川市上下水道協同組合・掛川グリーンヒルカントリークラブ
・黒田正史・佐次本邦兵・榛村辰之・㈱幸栄グラフィック・榛葉恵子・榛葉隆二・マルイ工業㈱・大島宣義
・小関亥五武・㈱三宝園�田旗桂太・魚寿�石川寿・杉山武・鈴木宏

● 施設会員 ●（順不同、敬称略）
・（福）掛川芙蓉会�・エバーグリーン掛川・掛川工房つつじ・（福）天竜厚生会さやの家
・（医）好生会さわや家・（医）好生会小笠病院・（福）聖母福祉会掛川聖マリア保育園
・（福）ねむの木学園　星に祈る・（福）ねむの木学園やさしい家・（福）ねむの木学園感謝の心
・（福）あんり学園・こども広場あんり・宮脇デイサービスセンター
・（医）学修会　神子の園・メンタルサポートみこち・訪問看護ステーション掛川　
・くにやす苑・社会福祉法人Ｍネット東遠・ケアホームぬくとんぼ・清流苑
・㈲稔りのやすらぎ・訪問看護ステーション大東・デイサービスきたはら
・おおすか苑デイサービスセンター・おおすか苑・㈲ＹＨ企画サンシティ掛川
・ひだまり保育園・マザーズ長谷壱番館・ＪＡデイサービス大城・山崎デイサービス
・原田ふくし館・特定非営利法人風の家�・あおばケアガーデン

＊交流館まつり＊
●日時：３月３日（日）　9：30～14：00
●会場：掛川市総合福祉センターあいり～な
　　　　児童交流館、福祉活動館、駐車場

☆遊びのコーナー
☆工作コーナー
☆飲食コーナー
☆ポイントラリー　など楽しいこといっぱい

ご協力、ありがとう
ございます。

※�詳しい内容は交流館だより
３月号をご覧ください。

乗り物大集合‼
プラレールタウン、ミニ新幹線がやってくる!�!

キョーちゃんと一緒におどろう★

来場者には記念プレゼントもあるキョ♥

10周年スペシャルライブ開催！
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福祉教育への取り組み紹介

次は東山地区の紹介です。お楽しみに♪

～西南郷地区福祉協議会～
　西南郷地区福祉協議会は、平成27年に発足した「まちづくり
協議会」（同福祉部会に所属）や本年度から地域生涯学習セン
ター事業も一体化されたことにより、組織力が充実し、活動の強
化が図られました。
　活動としては、独り暮らし高齢者への声掛けや見守り訪問活
動、フェスティバル西南郷＆三世代交流会の開催、地区サロンの
開設・運営、輪投げ交流会（年２回）、グランドゴルフ大会（年
４回）、未就園児の子育て支援活動（のびのび広場）、等を実施し
ています。
　11月に実施したフェスティバル西南郷＆三世代交流会では、
小学生、青年層・熟年がひとつのチームとなって地区対抗のゲー
ムを行い、観客の大歓声にも囲まれ大いに盛り上がりました。
　また、今後の事業を推進するため、障がい者福祉のための手話
講習＆講演会の開催や他地区活動の視察などを実施し、福祉活動
従事者の資質向上に努めています。

～ 掛 川 市 立 東 中 学 校 ～
　掛川市立東中学校では福祉活動について主
に福祉委員がリーダーとなって取り組んでい
ます。主な活動は、月に１度のベルマークと
エコキャップの回収です。また、11月には
掛川駅前で行われた「赤ちゃんオリンピック
のスタッフボランティア」と「道路にチョー
クで書いた絵を消すデッキブラシボランティ
ア」への参加、11月末には校内で赤い羽根
募金を呼び掛けました。12月には学校周辺
のスーパーや薬局の前で行う歳末助け合いボ
ランティアに参加しました。

フードバンクにご協力ありがとうございました！
今回集まった食料は、「認定ＮＰＯ法人フードバンクふじ
のくに」から行政・社会福祉協議会支援団体を通じて食べ
る物がなくて困っている方へ食糧支援をさせていただきま
す。

次回は2019年8月を予定しています。
よろしくお願いいたします。
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相談名 会場 相談日 時間

結 婚 相 談

総合福祉センター東館
あいり～な

（23-3036）※当日のみ
※初回登録時は写真持参
※第二日曜日は女性優先

 3(日) 13:00
～
16:00
( 15：30受付終了)

10(日)

17(日)

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
あいり～な

（23-3036）※当日のみ

 1(金)

13：00
～
16：00
( 15：30受付終了)

15(金)

29(金)

市役所大東支所1F（72-1135）  8(金)

市役所大須賀支所1F（48-5531） 22(金)

相談名 会場 相談日 時間
介 護 相 談 本所（22-1309）

月～金
（祝日を
　除く）

 9：00
～

17：00

ボランティア
相 談

ボランティアセンター（24-6263）
南部大東ふくしあ社協（72-1135）
南部大須賀ふくしあ社協（48-5531）

福祉総合相談

本所(22-1294)
東部ふくしあ社協（23-4720）
中部ふくしあ社協（28-8546）
西部ふくしあ社協（29-6192）
南部大東ふくしあ社協（72-1135）
南部大須賀ふくしあ社協（48-5531）

子育て相談 本所（22-1309）
随時受付

３
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

◆認知症の家族を介護されている方のための◆

「 笑 顔 の つ ど い 」 の ご 案 内
北部：２月22日（金）　13：30～15：00　　あいり～な２階・小会議室
南部：２月13日（水）　13：30～15：00　　大須賀支所２階・会議室

個人名のご紹介につきましては、ご本人様の了承を得て掲載させていただいています。

善意をありがとう （平成30年12月分）※順不同敬称略

●寄付金
＊第27回ＪＡ夢咲大城フェス
ティバル
＊掛川タクシー㈱
＊大東ダンス倶楽部ＳＯＳ
＊カサブランカ
＊掛川市グラウンドゴルフ協会
掛川支部
＊「元気ニコニコ祭り」中地区
まちづくり協議会
＊掛川市グラウンドゴルフ協会
大須賀支部
＊静岡福祉協力会

●寄付物品
＊ヤマハ労働組合掛川支部女性
部（タオル）
＊お茶の実の雪うさぎ工房㈲
　（焼き菓子）
＊静岡県退職公務員連盟小笠支
部（タオル）
＊匿名5件（玩具、洗剤等）

●寄付物品（フード）
＊匿名５件（餅10kg、米、麺等）

●収集物
＊望月理紗　＊鈴木一義　＊近藤光博　＊山本知久
＊山崎志げ　＊松浦英美　＊戸塚書道教室　＊㈱川島組
＊山本組　＊沖一化工㈲　＊㈱ギャバン　＊とうもんの会　
＊南地区下俣南寿会　＊大東苑　＊城西白寿会　
＊十王いきいきクラブ　＊上内田地区福祉協議会　
＊西山口地区学童保育所　＊第二地区民生委員児童委員協議会　
＊第三地区民生委員児童委員協議会　
＊第四地区民生委員児童委員協議会　
＊第五地区民生委員児童委員協議会　
＊大渕小学童保育３年生　＊掛川市勤労者協議会　
＊掛川市健康づくり課　＊匿名５件

第14回 掛 川 市 社 会 福 祉 大 会 の ご 案 内

※ 地区福祉協議会（35地区）の活動掲示、
福祉施設の販売コーナー（パンやクッキー
等）もあります

会場 掛川市生涯学習センター　ホール
（掛川市御所原17－1）

とき 平成31年２月16日（土）
午後１時～４時（開場：午後０時30分）

〈記念講演〉

成年後見制度説明落語（仮）
講師　桂　ひな太郎 氏
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社会福祉協議会の賛助会員を募集しています！
賛助会費【１口】・・・1,000円
施設会費【１口】・・・2,000円

　車椅子や福祉車輌、サロン用品の貸出など、福祉活動の支
援に活用させていただいています。
　なお、税法上寄附金となり、税金の控除の対象となります。
ご協力お願いします。


