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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

南部大須賀ふくしあ
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

掛川市西大渕100
市役所大須賀支所１階
TEL ４８−５５３１
FAX ４８−１０１３

申込み・問合せは
こちらまで

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

キョーちゃん

元気な高齢者のための介護予防事業

生きがいデイサービス

パワースポットで
健康祈願してま～す♪

仙台の七夕に
負けないよ！

桜木生きデイ

☎21-1815

東部生きデイ

☎21-6660

外出が楽しみです～♪

通い始めてから
15年になります

大東生きデイ

☎72-5370

大須賀生きデイ

☎48-5965

掛川市社会福祉協議会では、高齢者が生きがいを持ち健康づくりを推進できる介護予防事業
を行っています。詳細については、各区域の連絡先までお問合せ下さい。
――――

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 ――――

かけがわ社協だより

事業報告

詳細については、お気軽にお問い合わせ下さい。

⑫ボランティアのまちづくり

・高校生ボランティアの育成

（3回・42人）
・青年ボランティア研修会（延38人）
・ボランティア養成講座
コミュニケーション講座（30人）
・精神保健福祉ボランティア養成講座(64人)
・ボランティア連絡協議会への支援
・ボランティア保険への加入促進
・ボランティアセンター運営会議の設置
・ボランティアセンターの運営
・企業の社会貢献啓発・支援事業
・市民交流センター・活動団体との連携
・NPO団体等との連携

⑬地域福祉推進体制の強化

⑮共同募金運動の推進

・地域健康医療支援センターへの参画
・地域包括支援センターとの連携
・子育て支援センターとの連携
・社会資源の発掘と活用
・役員体制の強化
・経営強化委員会の設置
・職員体制の見直しと強化
・生活支援会議の実施

・一般募金への協力
・歳末たすけあい募金への協力
・助成金活用事業（34件）
・歳末たすけあい援護金贈呈事業

(234世帯)
・歳末福祉事業助成事業(95団体)

⑭地域福祉の推進と評価
・地域福祉推進体制の確立
・地域福祉評価体制の確立

平成27年度

事業別決算報告

収入
項

平成28年 ７ 月号

目

支出
金額

割合

項

目

単位：円

金額

割合

会 費・賛 助 会 費 19,633,065

3.20%

法人運営に関する事業

29,522,246

4.70%

寄

3,762,840

0.60%

高齢者の方に関する事業 132,869,543

21.20%

県・市他補助金・受託金 333,414,423

53.30%

障がいをもつ方に関する事業

85,791,959

13.70%

共 同 募 金 配 分 金 13,947,234

2.20%

子ども・青少年に関する事業 113,886,162

18.20%

介 護 保 険 収 入

46,774,722

7.50%

地域福祉に関する事業

95,512,189

15.40%

自 立 支 援 費 等 収 入 60,838,912

9.70%

生活支援に関する事業

32,570,708

5.20%

そ の 他 の 収 入

13,690,419

2.20%

ボランティア等に関する事業

9,972,530

1.60%

前年度からの繰越金 133,435,992

21.30%

平成28年度への繰越金 125,372,270

20.0%

付

計

金

625,497,607 100.0％

計

625,497,607 100.0％

平成27年度の主な特徴
・
「生活困窮者自立支援法」が施行され、自立相談支援事業、家計相談支援事業を受託し、
本格的に事業を開始しました。
・
「希望の丘」において、障がい児のための放課後等デイサービスセンター「はるかぜ」
を建設し、運営を開始しました。
・静岡県社会福祉協議会の補助金を活用してひきこもり者支援事業に取り組み、支援団体
連絡会や啓発講演会、アドバイザーによる当事者家族学習会の他、新規事業として支援
マップの作成や当事者家族おしゃべりサロンを実施しました。
・第 三次地域福祉計画・地域福祉活動計画「スマイルプランかけがわ
21」を策定しました。新たな取り組み課題を抽出し、今後５年間の地
域福祉推進の柱となる計画が出来上がりました。
・共同募金の助成金と自主財源を基に、車椅子で乗車できる貸出用の福祉
車輌を購入し、「中部ふくしあ」に配置しました。
・新会計基準が導入され、新たなシステムでの会計処理がスタートしました。
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平成27年度、掛川市社会福祉協議会は、以下の事業に取り組みました。
①安心をつなぐ

・災害ボランティアセンター設置マ
ニュアルの検証と体制整備
・災害ボランティアグループとの連携
・災害ボランティア講座の実施
・岩手掛川交流バスの運行

②地域をつなぐ

・相談事業、在宅福祉活動による
ニーズの把握
・小地域福祉ネットワーク活動の立
ち上げ、活動支援

③情報をつなぐ

・各種相談事業の実施
福祉総合相談（5,526件）
心配ごと相談（45件）
結婚相談（313件・結婚成立7件）
ボランティア相談（158件）
子育療育相談（11件）
・児童発達相談員派遣事業受託（延299人）
・子育て相談員派遣事業受託（延1,636人）
・善意銀行貸付事業（33件）
・生活福祉資金貸付事業（8件）
・生活困窮者自立支援事業
総合・貸付相談件数（217件）
相談受付(同意)件数(76件)
プラン作成（48件）
困窮支援回数（2,655回）
・生活困窮者家計相談支援事業
総合・貸付相談件数（212件）
相談受付(同意)件数(111件)
プラン作成（97件）
困窮支援回数（1,011回）
・社協だよりの発行（毎月）
・ボランティア情報の提供
・児童館・児童交流館だよりの発行
・社協ホームページによる福祉情報発信
・日常生活自立支援事業受託
相談件数（3,875件）
契約件数（57件）
支援・調査回数（1,126回）

④人がつながる

・青年学級「この指とまれ」（延304人）
「四つ葉の会」（延399人）
・精神障害者サロン「ほっとほっとサロン」
つくし会館（延256人）
大須賀老人福祉センター（延94人）
・在宅介護者の会育成支援（本部・支部）
・認知症家族介護者交流事業
笑顔のつどい北部会場（延124人）
笑顔のつどい南部会場（延93人）
・第11回ふれあい広場（4,000人）
・障がい者の交流の場づくり（141人）

⑤老いが活きる

・高齢者ふれあい・いきいきサロンの普及
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・高齢者サロン65会場・複合サロン5会場
・老人福祉センターの受託
老人福祉センター山王荘の運営
利用者数（延14,610人）
趣味クラブ活動（23クラブ・延5,617人）
山王荘まつりの開催（654人）
大須賀老人福祉センターの運営
利用者数（延19,129人）
趣味クラブ活動（14クラブ・延3,792人）
高齢者の生きがい活動拠点事業
利用者数（たまり～な・延20,655人）
高齢者生きがい事業（2教室・延3,452人）
・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
健康生きがい講座（4講座・延137人）
・老人クラブ連合会活動支援（本部・支部）
・生きがい活動支援通所事業受託
掛川区域生きがいデイサービスセンター

（2箇所・延7,670人）
大東区域生きがいデイサービスセンター

（12箇所・延3,155人）
大須賀区域生きがいデイサービスセンター

（4箇所・延2,787人）
・生活管理指導員派遣事業受託（延1,058人）

平成27年度

⑦地域の財産を活かす
・地域実践活動の支援

⑧生活を潤す

・介護保険事業
・居宅介護支援
・ケアプラン(1,430件)
介護予防プラン作成(229件)
・訪問介護事業（延5,650人）
介護予防訪問介護事業（延491人）
・自費対応訪問介護事業(18名48件)
・障害福祉サービス事業（延3,516人）
・移動支援事業（延49人）
・精神障害者組織化支援
グラウンドゴルフ・スカットボール練習会・大会（延182人）
・ひきこもり者支援
ひきこもり啓発講演会（59人）
学習・サロン・おしゃべり会（延104人）

⑥子どもが躍る

・おもちゃ図書館（延735人）
・集団療育「たけのこ教室」（401人）
・児童館管理運営（指定管理）
大東児童館（延15,560人）
各種事業（13事業・延7,879人）
大須賀児童館（延11,004人）
各種事業（12事業・延4,605人）
・掛川児童交流館事業受託
掛川児童交流館（延38,002人）
各種事業（25事業・延11,689人）
・子ども会連合会育成援助（大東・大須賀地区）
・放課後児童健全育成事業
（学童保育10箇所・受託延60,204人）
・放課後等デイサービス事業
「かざぐるま」（延1,777）
「みなみかぜ」（延1,830人）
「はるかぜ」（延3,078人）
・子育てサロン・サークル訪問
・子育てサロン・サークル実践者情報交換

(22人)

⑨環境を見直す

・車いす貸出事業（538件）
・福祉車輌の貸出事業（697件）
・ユニバーサルデザインの普及推進

⑩地域活動をささえる

・地域における活動への支援
地区福祉協議会活動（34地域）
・地域福祉協議会新任役員研修会 30人
・特別活動助成事業（31地区、87事業）
・地域福祉協議会連絡会（4回・延238人）
・企画委員長連絡会（86人）
・地域ボランティア養成講座（延48人）
・高齢者サロンボランティア研修会

（4回・延93人）
・お助け用品貸出事業（1,243件）

⑪生涯学習を進める

放課後等デイサービス「はるかぜ」

・地域出前講座 開催なし
・市民地域福祉セミナー（125人）
・精神保健福祉講演会（77人）
・福祉教育実践校指定（小中高35校）
・福祉教育実践校連絡会（2回・82人）
・サマーショートボランティア
（県ボランティア協会と共催・53人）
・小学生福祉体験教室（2会場・12人）
・中学生福祉体験教室（2会場・18人）
・第11回社会福祉大会（650人）

かけがわ社協だより

平成28年 ７ 月号

市民の皆さまへ

会活動へのご賛同のお
議
協
祉
福
願い
社会
掛川市社会福祉協議会は、「みんなの幸せをつなぐ福祉のまちづくり」を目指して、各地域に
おける地区福祉協議会の育成・支援や、福祉教育・ボランティア活動の推進など各種福祉活動を
実施し、地域福祉の推進に努めています。これらの活動は、市民の皆さまから寄せられました会
費、寄付金や市からの補助金、共同募金助成金などを財源としております。今年度も行政と協働
し、地域の「福祉力」が向上するための活動を職員一丸となって取り組んでまいりますので、皆
さまのご理解と、ご協力をお願いいたします。

一般会員
一世帯500円

市内居住世帯を対象としてい
ます。会費は区長会を通じてご
協力をお願いしています。

施設・団体会員
一口2,000円

社協活動に賛同していただい
た福祉施設・介護事業所等に加
入いただいています。

賛助会員
一口1,000円

社協活動に賛同していただい
た個人・事業所・企業・法人等
に加入していただいています。

一般・施設・団体・賛助会費
社協運営費その他

33.18％

地域福祉協議会助成金・
地域福祉活動推進特別事業助成金
44.59％

福祉車両購入費
3.74％
福祉車輌・車イス貸出等
在宅福祉事業運営費
4.21％
福祉団体活動助成金

7.61％

地域福祉事業運営費
6.67％

前年度も多くのみなさまにご協力いただきました。
ありがとうございました。

平成27年度

会費収入合計

19,633,065円

賛助会費加入のお願い
新規賛助会員は随時受け付けさせていただいていますので、ご協力いただける方は、お手数ですが
事務局までご連絡いただければ幸いに存じます。会員・会費の増加は社協活動の基盤強化となります。
さらにご理解・ご賛同の輪が広がるよう、あわせてお願い申し上げます。
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８月

行事予定
大東児童館
行

事

日

時間

行

2階）

事

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

（大須賀老人福祉センター
TEL 48－5965

曜日

曜日

日

大須賀児童館

（大東保健センター 2階）
TEL 72－7830

時間

行

事

４ 木 10:00 夏休みハンドメイド（１～4年生）３ 水 10:00 作って遊ぼう、楽しもう

２ 火 13:30 体育館であそぼう

6 土 13：30 ダンスクラブ（小学生）

４ 木 13：30 夏まつり

４ 木 13:30 体育館であそぼう

24 水 13：30 わくわく工作（幼児・小学生）

６ 土 13：30 一輪車クラブ

６ 土 ９：30 おもちゃ病院

27 土 13：30 キッズクッキング（小学生）

24 水 10：00 わくわく工作

18 木 10:00 簡単クッキング

25 木 10：00 わくわく工作

21 日 10:00 おもちゃ図書館

26 金 11：00 お話の広場

25 木 10:00 ふたごの日

毎週金曜日は★おはなしタイム★
午前 11：00～ 午後 3：30～
手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど

おもちゃ図書館

夏休みハンドメイド
とき：平成28年8月4日(木)
10:00～11:30
ところ：大東保健センター 集団指導室
対 象：小学生１～ 4 年生 20 人 ( 先着順 ) 申込み制
自分で申し込んでね。
持ち物：お気に入りだったのに小さくて着れなくなった
T シャツ、布切用ハサミ

申込み・問合せ先：大東児童館 ☎72－7830

性教育ワーク
とき：平成28年7月23日（土）9:10受付～11:30
9:30ワーク開始
ところ：掛川市総合福祉センターあいりーな
2Ｆ共用会議室
対 象：3・4年生の児童とその保護者
内 容：わかりやすい性の話を親子で聴きます
講 師：佐々木睦美先生

申込み・問合せ先：掛川児童交流館 ☎24－0822

囲碁体験教室

申込み受付中

とき：平成28年7月29日(金)

10:00～11:00

ところ：掛川児童交流館3F小会議室
対 象：年長児・小学生10名
内 容：ポン抜きゲーム・囲碁対戦
講 師：掛川囲碁同好会

申込み・問合せ先：掛川児童交流館
☎24－0822

夏休みもみんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

かけがわキューピーおもちゃ図書館は…
８月は…

21日（日）
10：00～15：00

障がいの有る無しを問わ
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。

作って遊ぼう楽しもう！
申込み受付中
とき：平成28年8月3日(水)10:00～11:30
ところ：大須賀児童館（芝生広場)
対 象：小学生20人（先着) 申込み制
自分で申し込んでね。
内 容 ：シャボン玉で遊ぼう！
持ち物：水筒、タオル、着替え、帽子

申込み・問合せ先：大須賀児童館
☎48－5965

体育館であそぼう！
とき：平成28年8月2日(火)
8月4日(木)
両日とも13:30～16:00
ところ：あいり～な福祉活動館 ( 南側体育館 )
対 象：どなたでも ( 未就学児は保護者同伴 )
内 容：バドミントン・フリスビー・卓球
ビッグ風船・ソフトテニスなど
持ち物：体育館シューズまたは上靴
申込み : 不要

問合せ先：掛川児童交流館
☎24－0822

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。
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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

北部

TEL：24-6263

FAX：23-3319

中学生ふれあい交流事業

集！
参加者募
SUMMER チャレンジ！！
～軒花作り体験～

日
時
場
内
対

～農業体験～

時：①8月22日（月）
②8月23日（火）
間：10:00～13:30（受付9:30～）
所：掛川工房つつじ（長谷200）
容：軒花作り体験
象：市内中学生 1日につき5名
※計10名（先着順）

日
時
場
内
対

時：①8月24日（水）
②8月25日（木）
間：10:00～13:40（受付9:30～）
所：きらら上内田（上内田914-6）
容：農作業体験
象：市内中学生 1日につき5名
※計10名（先着順）

【問合せ先】
地域福祉係 ☎22-1294（担当：渡部、黒柳）

平成28年度掛川市ボランティア
連絡協議会総会
５月21日（土）総合福祉センターで定期
総会が行われました。
松井市長をはじめ、議員の方々に来ていただ
き、盛会に行われました。
総会後には、グループにわかれ、団体の課題
や悩みについて話し合いました。
今後も団体の課題
解決や活動充実の
た め、 社 協 も 一 緒
に寄り添っていき
たいと思います。

第34回 くさぶえ夏の祭典
日
会
内

時：8月6日（土）10:00～16:30
場：菊川市上平川7－1（草笛の会施設内）
容：チャリティバザー、施設紹介、
ふれあいステージ、模擬店等
※チャリティバザー提供品として、食品、
生活雑貨等ありましたら、ご協力をお願
いします。
【問合せ先】
草笛の会 かすが
菊川寮

☎73－5580
☎73－6202

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

～ご相談ください～
社協では生活困窮者自立支援事業・家計相談支援事業と合わせて下記の貸付事業を行なってい
ます。
※相談内容によっては条件により該当しない場合があります。来所のうえご相談ください。
●生活福祉資金貸付事業（実施主体：静岡県社会福祉協議会）

低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯に対しての貸付制度です。その中には教
育支援資金があり、学費の支払いが困難な低所得世帯の学生に対し、高校や大学
等へ必要な費用の貸し付けを行っています。

●善意銀行貸付事業（実施主体：掛川市社会福祉協議会）

掛川市に6か月以上居住している低所得者で一時的に生活が困窮した世帯に貸し
付けを行います。

【問合せ先】
生活支援係 ☎22-1294
こも の

（担当：掛井、蔣野、児玉）
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山王荘まつりのご案内

急募

今年も山王荘で活動している趣味クラブのみ
なさまの作品や演芸を披露・展示を行います。
是非お越しください♪
日 時：7月28日（木）9:45～15:30
7月29日（金）9:45～15:00
※14:30～片付け
内 容：作品展示（編物、写真、碑文谷彫他）
芸能発表（舞踊、手品、ハーモニカ他）
体験活動（将棋体験、バルーン体操他）
ゲスト：掛川工業高校、大東児童館うさぎ・こあら
クラブ、三井チンドンドリームクラブ他
※場合により変更する可能性があります。

中型バスの運転手を募集します。
シニアクラブ活動行事の送迎や、福祉団体
の行事活動の送迎です。
年 齢：70歳まで
勤務地：大須賀老人福祉センターから目的地
勤務日：依頼があった日
給 与：時給920円
【問合せ先】
高齢者生きがい活動拠点
たまり～な内
☎24－2754（担当：松井）

さんのうそう

問合せ先：老人福祉センター山王荘☎72-5370

な つ ま つ り 2016
大東児童館
と

き：７月29日(金)
13：30～15：00
内 容：ミニシアター
シールラリー
簡単工作・ゲーム
かき氷屋さん
持ち物：水筒
※一部有料
問合せ先：☎72－7830

登録運転手募集

大須賀児童館
と

き：8月4日(木)
13：30～15：00
内 容：遊びコーナー
工作コーナー
かき氷屋さん
持ち物：水筒
※一部有料
問合せ先：☎48－5965



掛川児童交流館
と

き：７月30日(土)
13：30～16：00
内 容：人形劇＆簡単クッキング
対 象：市内３歳以上～
先着120人
申込み：☎24-0822
と

き：７月31日(日)
13：30～16：00
内 容：縁日コーナー
工作コーナー
かき氷屋さん
他
持ち物：水筒
※一部有料
問合せ先：☎24－0822

～桜木地区福祉協議会～

桜木地区福祉協議会は、6つの部を中心に桜木ホールを拠
点として活動しています。今回は障がい者支援部と地域事業
推進部の活動を紹介します
障がい者支援部では、地域での交流の機会が少ない皆さん
に参加頂けるよう、障がい児家族との茶話会・楽しみ遊び会
を開催しました。ボランティアさんも参加し、ゲームをした
りお菓子を食べたり楽しい一時を過ごしました。12家族27
名の皆さんの笑い声が絶えませんでした。
地域事業推進部では、第2回「うたごえサロン」を開催し
ました。約60名の参加者が「ここに幸あり」「高校三年生」
「みかんの花咲く丘」など懐かしい思い出の歌を、２０曲以
上歌いました。姿勢を正して、大きな声で歌うことは健康に
も繋がります。
次は上内田地区の紹介です。お楽しみに♪
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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。

フードバンクにご協力お願します。

・食べ物がなくて困っている方へ食品の支援を行っています。
・賞味期限1カ月以上ある物、未開封の食品が対象です。
生鮮食品は受け付けていません。※詳細はHPをご覧ください。
≪回収場所≫
掛川市役所1F

≪期間≫
【問合せ先】
階段前 平成28年8月初旬～末まで 生活支援係 ☎080-1593-5014(担当：児玉・石川・鈴木)

募集

生きがいデイサービス
ボランティア募集

夏休みアルバイト募集！
～学童保育所夏休み臨時職員～

●活動内容：話相手、洗い上げ、
レクリエーションの手伝い
●問合せ先：東部会場☎２１－６６６０

対象：65歳位までの方(大学生・専門学生可)
場所：市内11か所の学童保育所
期間：7月25日～8月31日(予定)の間
※勤務時間・勤務日数・募集人数等は

◆認知症の家族を介護されている方のための◆

各学童によって異なります。

「笑顔のつどい」のご案内

※詳細は下記☎までご連絡下さい。

北部：７月29日（金）13：30～15：00

【申込み・問合せ先】

あいり～な２階・小会議室

申込み  7月15日(金)まで☎受付

南部：７月13日（水）13：30～15：00

地域福祉係☎22-1294（担当：増田）

大東市民交流センター3階

●寄付金
＊連合静岡東遠地域協議会
＊匿名2件

善意をありがとう

●寄付物品
＊中村貴志(おもちゃ他)
＊松浦茂(エレクトーン)
＊お茶の実の雪うさぎ工房(焼菓子)
＊匿名6件(切手、包装紙）

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。

月の相談日のご案内
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（平成28年5月分）※順不同敬称略

●収集物
＊斉藤美和子 ＊神谷久子 ＊第３地区民生委員児童委員協議会
＊第４地区民生委員児童委員協議会
＊城北地区福祉協議会 ＊掛川市勤労者協議会
＊戸塚書道教室 ＊つくしなかよし広場
＊亀の甲 楽寿会＊徳育保健センター
＊市役所 福祉課 ＊匿名５件

相談名

会場

相談日

時間

相談名

会場

7（日）

13:00
～
16:00

介 護 相 談

本所（22-1309）

結 婚 相 談

総合福祉センター東館
あいり～な
（23-3036）
※初回登録時は写真持参
※第２日曜日は女性のみ

心 配 ご と
相
談

総合福祉センター東館
あいり～な
（23-3036）

14（日）
21（日）

市役所大東支所1F（72-1135） 12（金）
市役所大須賀支所1F（48-5531） 26（金）

子 育 て・
徳育保健センター
30（火）
療 育 相 談 （※要予約 22-1309：本所）

時間

ボランティアセンター（24-6263）

15：30
（受付終了
）

ボランティア
南部大東ふくしあ社協（72-1135）
相
談 南部大須賀ふくしあ社協（48-5531）

13：00
～
16：00

本所（22-1294）
月～金
9：00
東部ふくしあ社協（23-4720）（祝日を
～
中部ふくしあ社協（28-8546） 除く） 17：00
福祉総合相談
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）

9：00
～
12：00

子育て相談

5（金）
19（金）

相談日

本所（22-1309）
随時受付

≪お詫びと訂正≫
社協だより6月号P3 8月28日開催案内の精神保健福祉講演会 聴く耳づくりでコミュニケーション力アップ！の欄で、会場を22世紀の丘
公園 たまり～な 大研修室と記載しましたが、大東市民交流センター（大東支所3階）に変更となりました。お詫びして訂正いたします。
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