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※記載の金額は、１回当たりの金額です。
　台数に限りがございます。
　詳しくは、お問い合わせください。
　本会ホームページでもご覧いただけます。
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　本会では、明るく元気な地域づくりや在宅生

活の負担軽減のために、様々な機器類を貸し出

しております。上記の他にも、クレープ機やた

こ焼き機、エアマット等もございます。

　これらは、皆さまからの募金や社協会費で

購入させていただいた市民の財産でもあります。

どうぞご活用ください。
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美野里ともいきプラザ営業中 …………………… P3
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小美玉市社協の貸出機器類です！どうぞご利用ください！

介護ベッド
無料（消毒代の実

費¥3,000+消費税
）

吸引器
無料（消耗品代の

実費¥1,800+消費
税）

車いす送迎車

無料（ガソリン代
¥10/km）

レクリエーショ
ン機器

（オーバルボー
ル）　¥500

四点杖　無料

ハンディーカラ
オケ
¥500

テント　¥500
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平成 27 年度　歳末たすけあい募金配分結果のお知らせ
　昨年 12 月に、歳末たすけあい募金を活用して、寒い冬に心あたたまる事業を実施することができました。
　皆さまのご協力に心から感謝します。

区　　分 件 数 金　額

要援護世帯援護金配分事業（事務手数料込）112 件 1,488,488 円

地域たすけあい事業への配分 15 件 492,750 円

高齢者世帯等交流会事業 4 件 276,925 円

一人暮らし高齢者おせち料理配食 616 件 999,403 円

心身障がい児クリスマス会 1 件 97,852 円

■ 12 月 23 日、玉里保健福祉センターにお
きまして、市内の対象者と家族の方々 36 世
帯 89 名が集まり、クリスマス会が行われま
した。

■市民を対象に、地域の障がい者・高齢者等の見守り活動、児童育成活動、社会参加・生きがい支援活動、食事サー
ビス、三世代交流事業などのふれあい支え合いを目的として実
施する団体に助成金を配分いたしました。

区　　分 件 数 金　額

要介護認定者のいる世帯 6 件 74,000 円

要保護世帯 30 件 340,000 円

準要保護世帯 35 件 542,000 円

重度障がい者のいる世帯 22 件 266,000 円

母子父子世帯 19 件 262,000 円

◇地域たすけあい事業への配分

◇要援護世帯へ援護金の配分

◇高齢者世帯等交流会事業 65歳以上の一人暮らしの高齢者、75歳以上の高齢者世帯を対象に

◇一人暮らし高齢者おせち料理配食

　小川地区・玉里地区（12 月 15 日・16 日）…年越しそば会食会（81 名・56 名）
　美野里地区（12 月 7 日・14 日）…餅つき交流会（70 名・64 名）が開催されました。

■ 12 月 24 日 ( 小川地区）、28 日 ( 美野里・玉里地区 )、民生
委員さんや福祉員さん、ボランティアさんのご協力により、市
内 639 名の対象者におせちセットをお配りいたしました。

一人ひとり手渡しでお届けいたしました

小川・玉里年越しそば会食会 美野里餅つき交流会

子育てサロンクリスマス会 二本松区三世代交流会

サンタからプレゼントが手渡されました

　歳末たすけあい募金の配分金を活用しまして、
12 月 13 日に、二本松地区の三世代交流会を実
施しました。子ども会と福祉員が中心となり、こ
とぶき会の皆さま、子ども達と保護者 92 名が集
まり、○×クイズや椅子取りゲーム、読み聞かせ
など、各世代が楽しみ和やかに交流することが
できました。
　皆さまからの歳末たすけあい募金に感謝いた
します。

今年度新規配分団体様からの感謝の声をご
紹介いたします。

◇心身障がい児クリスマス会
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第65回 茨城県社会福祉大会 顕彰式が行われました
　平成 27 年 11 月 17 日に土浦市民会館において、茨城県社会福祉大会が開催されました。この大会は、こ
れまで多年にわたり社会福祉の発展に功績のあった皆さまを顕彰し、「だれもが　その人らしく　安心して
暮らせる福祉社会」を推進する契機として、茨城県・茨城県社会福祉協議会及び茨城県共同募金会の主催に
より開催されるものです。
　小美玉市における被顕彰者は、以下の方々です。（順不同・敬称略）
茨城県知事表彰

〈社会福祉施設職員〉　　　　　　　　〈社会福祉援護功労者〉
　竹内　定子　　すずらん保育園　　　植田　恵子　　障害者相談員　　　松川　日出美　　障害者相談員
茨城県社会福祉協議会会長表彰

〈社会福祉施設役員〉
　高崎　芳行　　敬山会　　　　　　　細田　潤　　　敬山会　　　　　　常盤　桂吉　　敬山会
　狩谷　一男　　敬山会　　　　　　　江橋　修一　　敬山会　　　　　　安達　務　　　敬山会
　菊池　善衛　　敬山会

〈社会福祉団体役員〉
　原田　紘子 　小美玉市母子寡婦福祉会副会長

〈社会福祉施設職員〉
　小澤　美佐江 　はとり保育園

〈ボランティア〉
　ハートフルハンド玉里
　ボランティア　絵手紙同好会

〈心配ごと相談員〉
　繁藤　洋一
茨城県共同募金会会長表彰

〈共同募金運動奉仕団体＞
　小美玉市ボランティア連絡協議会

お問い合わせ 美野里ともいきプラザ ☎ 28-7721

手作り工房 わくわくショップ

✿新会員紹介です
佐久間　利恵様
あみぐるみやパ
ン粘土の作品。
そ の 他 か わ い
い小物もありま
す。

大野　年江様
布ポーチ、リボ
ン、シュシュ等
の小物を作って
います。

　美野里ともいきプラザ内に物作りの大好きな仲間が集まり、趣味か
ら生まれた手作りの一点物の作品を展示販売しております。小物、お
菓子などプレゼントにぜひご利用ください。

✿ミニワークショップ開催
　プリザーブドフラワー
　日時　2月10日・24日・3月2日　3回シリーズ
　場所　ともいきプラザ１階ショップ前
　金額　1,000 円（税込）
　申込締切　2 月 5 日 ( 金 )
　申込先　ともいきプラザ　28-7721
　　　　　　FIor pasito 〜フロール パシト〜
　　　　　090-5564-7877
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小美玉市社会福祉協議会福祉作業所かんな・つばさより
　福祉作業所かんな・つばさでは、作業訓練の一環として、またリサイクルの観点から古紙、
アルミ缶、ペットボトルキャップ等のリサイクル資源の回収に取り組んでいます。
　回収にお伺いしますので、捨ててしまう前にご協力をいただきますようお願いいたします。

福祉作業所つばさ　☎ 58-7770　　　福祉作業所かんな　☎ 36-7330

合計11件　１71,894円
●2,000円
　みつばちサロン
●10,000円
　茨城県自動車整備石岡支部小川・玉里部会…★
●12,800円
　市民講座「生活に活きるハーブ」
●100,000円
　笹目　宗二
●465円
　新堀　友寛
●15,000円
　横尾　留吉
●5,000円
　鬼沢　チヨ
●26,629円
　匿名　　　　　　　　　　　　　4件

善意銀行報告
　善意銀行事業は、善意をもって寄せられる金品及び技能の預託並びにその「橋渡し」を行うことで、福祉事業やボランティア活動等の振興を図る
ことを目的としています。
　平成 27 年 11月 6 日から平成 28 年 1月 5 日までに善意の金品をお寄せいただいた方々をご紹介いたします。
　寄付金品は、皆さまからのお気持ちに沿って活用させていただいおります。ご協力ありがとうございました。

寄 付 金

●アルミ缶
　グループホームたまり　　　　　2回
　片岡　こと
　リスクサポート　狩谷　等
　渡辺　洋司
　高梨　芳郎
　櫻井　郁生
　川戸老人会
　長谷川　和子　　　　　　　　　2回
　上合はつらつ会
　猪野　泰司
　小川ニュータウン区　　　　　　7回
　前原区　　　　　　　　　　　　3回
　（株）恵グループ
　押手　清美
　倉数川前区火の吠町内会　　　　3回
　(有)大形屋商店　　　　　　　　2回
　佐藤　憲喜　　　　　　　　　　3回
　修善院
　小美玉市小川公民館　　　　　　3回
　山口　義子
　加藤　佳子　　　　　　　　　　2回
　橋向老人クラブ　　　　　　　　2回
　佐川　文子
　（株）タスク
　押手　正雄
　ひまわり会
　長谷川　とよ
　飯田　勝夫
　吉村　武雄
　植田　仲子
　（株）柳川採種研究会　　　　　　2回
　駅前ゆーわ　　　　　　　　　　2回
　納場保育園　　　　　　　　　　2回
　西郷地ミセス5　　　　 　　　　2回
　菅谷　昭次
　塩沢　三千子
　鈴木　義久
　谷仲葬具店
　匿名　　　　　　　　　　　　　3件
●使用済み切手
　根崎解体工事（株）
　玉里保育園
　玉里第二保育園…★
　ぺんてる（株）茨城工場
　グループホームたまり
　グラトス（株）
　堀米　せつ子
　上田　キヨ

寄 付 物 品

　ルンビニー学園幼稚園
　フォルム（株）
　ひまわり会
　（株）グリーンセンター中村園芸
　横田　佳夫
　山口電気
　関　順子
　希望ヶ丘サロン
　(株)内田化工　　　　　　　　　2回
　(株)川又商会
　納場保育園
　中島　いつみ
　ポピー
　ＪＡ新ひたち野農業協同組合女性部美野里支部
　塩沢　三千子
　ユーロガレージ
　カットハウスカモイ
　横尾　留吉
　小美玉市堅倉区女性会
　仲屋石油店
　匿名　　　　　　　　　　　　　4件
●ペットボトルキャップ
　男の料理教室
　たまりメリーホーム　　　　　　2回
　狩谷　久美子
　桜井　愛桜
　田上　ミツ子
　櫻井　郁生
　筆好同好会
　めだかサロン
　自民党女性局小川支部…★
　三和流通産業（株）茨城共配センター
　ハートフルハンド玉里
　府中幼稚園
　茨城日産自動車（株）玉里店
　やまぐち医院
　須崎　利江
　山口　美江
　パールショップともえ石岡店
　中村　博
　高崎　ジイジ
　千葉　歩美
　並木　栄子
　下馬場区
　川戸老人会
　上合はつらつ会
　小川ニュータウン区
　（株）恵グループ
　押手　清美
　下吉影古新田区　
　修善院
　小美玉市小川文化センターアピオス
　加藤　佳子　　　　　　　　　　2回
　二本松いきいきサロン さくらんぼ　2回
　佐川　文子
　鈴木　文子
　飯塚　 子
　川崎　たま子
　藤本　静江

　山川老人クラブ
　渡辺　クニ
　ひまわり会
　下吉影南原区
　長谷川　とよ
　飯田　勝夫
　夢ぽけっと　田村　智子
　植田　仲子
　ストケシア
　元家　伸佳
　松本　梨恵
　柴田　むめ子
　江戸住宅いきいきクラブ「燦々」　2回
　阿部　正子
　ポピー　　　　　　　　　　　　2回
　駅前ゆーわ
　山口電気
　希望ヶ丘サロン
　長谷川　みち子
　納場保育園　　　　　　　　　　2回
　小倉　孝芳
　小美玉市立小川南中学校福祉委員会
　井坂　多美子
　アジア熱処理技研(株)
　ミーム保育園
　すみれの会
　優和工業(株)
　山中　みつ江
　四季の杜保育園
　松本電工
　ＪＡ新ひたち野農業協同組合女性部美野里支部
　常陽銀行　美野里支店
　小美玉市立竹原小学校放課後子どもプラン スマイルクラブ
　（有）美野里菜園
　菅谷　昭次
　横尾　留吉
　小美玉市立美野里公民館
　茨城県立中央高等学校JRC
　谷内　美代
　鈴木　義久
　旅館かと家
　前野　眞悟
　匿名　　　　　　　　　　　　　4件
●図書カード、クオカード
　飯田　京子　　　　　　　　　　2回
●古紙
　恵泉キリスト教会小美玉チャペル　4回
　櫻井　郁生
　筆好同好会　　　　　　　　　　2回
　恵泉サロン
　高梨　芳郎
　上合はつらつ会
　押手　清美
　修善院　　　　　　　　　　　　2回
　（有）上田タクシー
　山口　義子
　小川ニュータウン区
　小美玉市小川文化センターアピオス　2回
　（株）タスク

　近藤　隆　　　　　　　　　　　2回
　小美玉市小川公民館　　　　　　2回
　小美玉市小川図書館　　　　　　2回
　ＪＡ新ひたち野農業協同組合美野里農機センター　3回
　（株）柳川採種研究会　　　　　　3回
　納場保育園　　　　　　　　　　2回
　ミーム保育園
　小美玉市堅倉区女性会
　匿名　　　　　　　　　　　　　1件
●アルミプルトップ
　パールショップともえ石岡店
　ぺんてる（株）茨城工場
　やまぐち医院
　児童養護施設　るんびにー
　高崎ジイジ
　とんぼ玉工房　G・Ａ・Ｄ
　千葉　歩美
　田中　悠翔・梨愛
　川崎　たま子
　江戸住宅いきいきクラブ「燦々」　2回
　ポピー　　　　　　　　　　　　2回
　横尾　留吉
　谷内　美代
　匿名　　　　　　　　　　　　　1件
●葉書（未使用、書き損じ）
　希望ヶ丘サロン
●ベルマーク
　桜井　愛桜
●衣類
　丸山　洋子
　片岡　こと
　樋口　靖男　　　　　　　　　　2回
　ほぐし屋
　藤岡　悦子
　匿名　　　　　　　　　　　　　5件
●菓子
　パールショップともえ石岡店　　2回
●上腕式血圧計、杖ホルダー、冷凍ス

トッカー
　水戸ヤクルト販売（株）…★
●タオル
　堀米　せつ子
●ベッド
　太田　善久
●紙おむつ
　坂本　弘
●お茶
　久保田　晴信
●着物
　須貝　恵一
●牛乳パック
　四季の杜保育園
●ベビーベッド
　小池　みどり
●アロエ
　村田　美雄
●タオル、食品、おもちゃ、米、エレク

トーン、毛糸、温度計、ハンカチ
　各匿名

★印　写真あり

水戸ヤクルト販売株式会社様茨城県自動車整備石岡支部小川・玉里部会様玉里第二保育園様 自民党女性局小川支部様

（順不同、敬称略）

ご協力ありがとうございました！

●NPO法人エコキャップ推進協会へ
ペットボトルキャップ　457,520個

（累計 5,327,340個）

鍵盤ハーモニカ配分報告
　以前寄付していただいた「鍵盤ハーモニカ」が龍ケ崎市の「NPO 法人 NGO 未来
の子どもネットワーク」を通じて、無事にカンボジアの子どもたちの手に渡ったと
の報告がありました。
　『鍵盤ハーモニカは、音符の読めない子どもでも親しめるよう、音階毎に同じ色の
シールを貼り、音符とシールの色がわかるようにしてから子どもたちに渡しました。
　子ども達にとって初めての鍵盤ハーモニカでしたが、１時間ほど練習し、日本の
曲３曲の合奏を楽しみました。
　鍵盤ハーモニカのおかげで、とても愉しい時間をもらいました。愉しかった模様
を添付し、ご報告とさせていただきます。ありがとうございました！』
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ボランティアに関する
お 問 い 合 わ せ

本所（玉里）
小川支所
美野里支所

☎37-1551
☎58-5102
☎36-7330

ボランティアコーナー

　お母さんが講座やイベントに参加中、お子さんを見
てくださるボランティアさんを募集しています。子ど
もが大好きな方ならどなたでも大歓迎です。活動を希
望される方は、ぜひ本会へ登録お願いします。

　この講座は、知識や知恵、技術を持つ方に講師とし
て登録をいただき、市民の皆さんが希望される内容を
日時・会場に合わせて出前講座を行います。
　団体・個人、年齢、性別を問いません。ボランティ
アグループ、同好会、会社のお仲間、サークル、現任
講師など趣味・特技をお持ちの方、ぜひ登録を。講師
登録には、テーマ・内容・所要時間・対象者・活動が
できる日時等の登録が必要です。
　登録について詳しくは本会までお問い合わせくださ
い。

　「絵を描くのが好き」「歌うのが
好き」もちろん「絵本を読むのが
好き」な方大歓迎！
　自分の好きなことを生かせるの
が『ひこうせん』おはなしの会の
魅力です。
　退職された皆さま！今度は絵本
で子ども達と触れ合いませんか？
活動日：毎月第３土曜日 午前10時30分〜
場　所：生涯学習センターコスモス和室

　日頃より要請の多いバルーンアートの養成講座を、バルーンマイス
ター講座として全３回行いました。
　佐藤友美乃先生をお招きして募集定員を上回る人気となりました。皆
さんこの機会に特技の一つとして習得しようと１回目の講座から大いに
盛り上がりました。
　『風船はお宝』『人を幸せにするバルーン』とおっしゃる佐藤先生のご
指導で、受講者の皆さんの腕はメキメキと上達。『これはおもしろいか
ら長続きする』と言った声も聞こえ楽しい講座となりました。
　最後は、子育て広場のクリスマス会の会場においてバルーンの作品
を音楽に乗りながら作り披露して講座は終了。今後は、本会の登録ボ
ランティ
アとして
活躍しま
す。ご期
待くださ
い！！

　３月はボランティア活動保険の切
り替え時期です。平成 28 年度の活
動保険にお早めにご加入ください。

活動場所 ･･･ 小美玉市内
活動日時 ･･･ 必要時

会場 高齢者自宅

　本会では、毎月、高齢者を対象に「会食会」や「買
い物支援」を実施しています。本会の車両を使用して、
参加者の自宅と会場間を送迎してくださる運転ボラン
ティアを募集しています。詳細はお問い合わせください。

保育ボランティア

ふくしの出前講座
出前講師募集中！

運転ボランティア

　　　一緒に絵本の
読み聞かせをしませんか？

夢や感動を与える
バルーンマイスター誕生！！

補償期間 毎年4/1～3/31

ボランティア
活動保険

出前

お問い合わせ
『ひこうせん』
おはなしの会代表

小玉　知子　☎ 58-3880

現在
会員９名です

年間保険料 Aプラン Bプラン

［基本タイプ］
○ケガ・食中毒・
感染症（死亡・障害・
入院など）

300円 450円

［天災タイプ］
○基本タイプ
＋地震・噴火・津波

430円 650円
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　市内在住で、外出可能な90 歳以上の高齢者の方々に、生きがいと仲
間づくりのため毎月約60 名のご参加をいただいております。手作り昼食
や様々な演目で楽しみ、舞踊、子ども達とふれあいや体操等、季節を感
じる演出でゆったりと時間を過ごしております。
　90 歳のお誕生日を迎えられた皆さまは、ぜひ、ご参加ください。お待
ちしております。

サロン・ド・おがわたまり
場　　所　 玉里保健福祉センター　
日　　時　 2月1日（月）・3月7日（月）午前11時〜午後1時
参 加 費　 300 円　
サロン・ド・みのり
場　　所　 四季健康館　
日　　時　 2月15日（月）・3月14日（月）午前11時〜午後1時
参 加 費　 300 円

お問い合わせ
小川支所（小川・玉里）
美野里支所

☎58-5102
☎36-7330

新会員の紹介

長瀧　茂子様
大正14年12月6日生

90歳（松山）

久保田　みつ様
大正13年12月21日生

91歳（小曽納）

加藤　とめよ様
大正14年12月20日生

90歳（川岸）

90歳になったらサロンドへ サロン・ド・おがわたまり
サロン・ド・みのり　　

お問い合わせ
（ほっとサロン代表）

堀
ほ り こ し

越　美
み え こ

枝子

古
こ わ た り

渡　勝
か つ こ

子

☎ 58-3513

☎ 58-0689

ほっとサロンの仲間になりませんか？“介護者のつどい”に参加しませんか？
　寝たきりや認知症の高齢者（要介護 1 〜 5）を在
宅で介護されている皆さんに、少しでも日頃の介護疲
れを癒していただき、同じ悩みや経験を持つ人達と交
流することで、介護の励みにしていただくことを目的
に、介護者のつどいを開催しています。
日帰り温泉　癒しの旅
日　時　3月１１日（金） 
場　所　大洗 太古の化石海水
　　　　潮

しおさい

騒の湯
参加費　1,000 円

お問い合わせ
本所（玉里）
小川支所
美野里支所

☎37-1551
☎58-5102
☎36-7330

その入れ歯…捨てないで！ ～不要入れ歯回収BOX設置のお知らせ～

お問い合わせ 本所（玉里）☎ 37-1551（玉里保健福祉センター内）

　高齢社会の現在、入れ歯を作る人が増えています。また、歯が抜けてしまうと新し
い入れ歯を作り、一人でいくつもの入れ歯を持っている方が多いのも事実です。
　本会では不要入れ歯に含まれている貴金属をリサイクルし、ユニセフを通じて、飢
えや病気で命を落とす子ども達を救う活動を支援するために、「不要入れ歯回収
BOX」を設置していますので、皆さまのご協力をお願いいたします。

　設置場所
小美玉市小川保健相談センター（入口）　　小美玉市役所（入口）
小美玉市四季健康館（社協窓口）　　　　　小美玉市役所小川総合支所（入口）
小美玉市玉里保健福祉センター（入口）　　小美玉市役所玉里総合支所（ロビー）

　「ほっとサロン」は、介護者等が茶話会やリフレッ
シュ活動、勉強会を定期的に行っている自主サロン
で、「ここに来るとほっとする！楽しい！」と介護者み
んなで考えたネーミングです。
　興味のある方は、ぜひご参加ください。

詳細については
お問い合わせください

参加希望の方は
お問い合わせください

講話と茶話会
「知って得する！介護予防講座」
日　時　２月 17 日（水）
　　　　午後 1 時〜 3 時
場　所　玉里保健福祉センター
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　３月は、保険の切り替え時期です。更新さ
れるサロンは、加入手続きをお願いします。

あなたの地域に「ふれあい・いきいきサロン」を作りましょう！！
高齢者・障がい者・子育て中の方の

仲間づくり
　ふれあい・いきいきサロンとは、地域
の皆さまが、住み慣れた地域で生きがい
を持ち健康で楽しい生活を送っていただ
くことを目的として、地域住民同志が一
緒に仲間づくりや交流の場づくりをする
ものです。
　みんなで、アイディアを出し合い個性豊
かなサロンを作ってみてはいかがですか？

社協が支援します！！
１．立ち上げ、運営に関する相談
　「サロンをはじめたいのだけど」「活動
のいいアイディアが浮かばない」「こんな
ことをやってみたのだけど」「サロンで困
ったことがあった」・・・
　そんな時はご連絡ください！
２．活動費の助成（上限 5 年）
　活動人数・回数によってサロン活動へ
の助成を行っています。※サロンは小地
域における高齢者や障がい者、子育て中
の親子等を対象とする事業であり、特定
の団体会員のみを対象としている事業で
はありません。
３．各種保険の充実
　サロン活動中の万が一の事故に備える
ためのふれあいサロン傷害補償に加入い
たします。（保険料は社協負担）

効果１
仲間づくり

（出会いの場！）

効果２
生きがいづくり

（居場所の確保！）

効果３
健康づくり

（楽しみ倍増！）

効果４
元気づくり

（介護予防）

　サロンの利用者（参加者）は単なるお客様で
はなく、サロンを構成する一員でもあり、主催者

（活動の担い手）を含めて全員が地域の仲間で
す。皆が同じ立場で参加することで自然と仲間意
識が芽生え、仲間としての連帯感が生まれます。

　歩いていけるところにサロンがあれば、気軽に
出かけて人に会えます。サロンでは、自分ができ
ることは自分でやるのが基本ですから、自分の
役割を見出し、そこに通うことが生活の張りとリ
ズムをつけることとなり、適度な精神的刺激が生
じます。

　専門家の支援による血圧測定や健康体操の実
施、保健指導、栄養指導、育児相談などの健康プ
ログラムが数多く実施されており、気づきにくい
健康や栄養管理の習慣が自然に身につきます。
　一人ではおろそかになりがちな食事も、皆で作
り一緒にいただくことが大きな楽しみになりま
す。

　高齢者のテレビ族は、家への閉じこもりが進
み、精神的無気力化と、肉体的な衰弱を加速しま
す。サロンに出かけ、様々なプログラムに参加す
ることで、精神的な安定と元気な体づくりが行わ
れ、生活のリズムが生まれることで認知症の予防
にもなると言われています。

ふれあい・いきいきサロンの効果

お問い合わせ
本所（玉里）
小川支所
美野里支所

☎37-1551
☎58-5102
☎36-7330

認知症を学ぼう！
かいごの知恵袋教室　～大切な家族・自分・地域を守るために～
教室 1　　
　日　時　　2 月 27 日（土）　午前 10 時〜 12 時
　場　所　　玉里保健福祉センター
　内　容　　「認知症は予防できる！若いうちからが効果的」
　　　　　　日常生活の中で簡単にできる認知症の予防方法を学びましょう。
教室 2　　
　日　時　　3 月 6 日（日）　午前 10 時〜 12 時
　場　所　　玉里保健福祉センター
　内　容　　「認知症のケアと介護」
　　　　　　”もし”自分の家族が認知症になったら ･･･?
　　　　　　もしもの時のために知識を身に付けておきましょう。
　　　　　　※午後 1 時〜　施設見学ツアーあり（希望者は弁当持参）
受講対象　　小美玉市在住の方
定　　員　　各 30 名　※定員になり次第、締め切りとなります。
参 加 費　　無料

お問い合わせ
本所（玉里）
小川支所
美野里支所

☎37-1551
☎58-5102
☎36-7330

40代から必見！

介護予防サロン

親子サロン
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お買い物バスツアー（生きがい外出サポート事業）

　市民の皆さまの心配ごとに対し、心配ごと相談所を開設しています。秘密厳守で、問題解決のためのお力添えを

いたします。

相談内容 相 談 日

相 談 料

一般相談／☆法律相談
☆法律相談は、事前予約制です。

無　料

原則第 1〜 4水曜日

午後 1時 30 分〜 4時 30 分

※相談時間が限られておりますので、要点（いつ、どこで、誰
が、どうしたか等）の整理と、必要な書類等のご持参をお
願いいたします。

☆印…法律相談

　買い物ツアーは日頃、買い物に不便を感じているご高齢の方々にご利用いただけます。

　参加者同士の交流や閉じこもり防止、介護予防や認知症予防をねらいに毎月地域ごとに

食料品や生活用品の買い物に出かけています。

☆お買い物は実費にてお願いいたします。（お買い物袋持参）
☆「ご自宅⇔四季健康館・小川保健相談センター・玉里保健
　福祉センター」間の送迎をいたします。（希望者）

昼 食 代

募集人員

1,000 円

対 象 者
外出可能な市内在住の
高齢者等

20 名

お 問 い 合 わ せ
お 申 し 込 み

本所（玉里）
小川支所
美野里支所

☎ 37-1551（玉里保健福祉センター内）
☎ 58-5102（小川保健相談センター内）
☎ 36-7330（四季健康館内）

※各日の行程につきましては、お問い合わせ下さい。

※天候や道路工事、その他の事情により、コースや予定時間の変更がありますので予めご了承ください。

このツアーでココロはずむ楽しいお買い物をしてみませんか?

2月
3 日 10 日☆ 17 日 24日☆

小川支所 美野里支所 本所（玉里） 小川支所

3月
2 日 9 日☆ 16 日 23日☆

美野里支所 本所（玉里） 小川支所 美野里支所

お問い合わせ
予 約・ 相 談

本所（玉里）
小川支所
美野里支所

☎ 37-1551（玉里保健福祉センター内）
☎ 58-5102（小川保健相談センター内）
☎ 36-7330（四季健康館内）

※予約は相談場所以外の本支所でも承ります。

キャンセルの際にはお早めにご連絡ください。

予約人数には限りがございます。

法律相談について

相談時間はお１人様約 20 分です。

2 月

開催日 4 日（木） 18 日（木） 25 日（木）

電話予約 1/25（月）午前9時～ 2/8（月）午前9時～ 2/15（火）午前9時～

地　区 玉里 小川 美野里

3 月

開催日 3 日（木） 10 日（木） 17 日（木）

電話予約 2/22（月）午前9時～ 2/29（月）午前9時～ 3/7（月）午前9時～

地　区 玉里 小川 美野里

～あなたも、おみたまの福祉を支える一員に～

世帯会員会費 年額  1,000円

個人会員会費 年額  1,000円以上

法人団体会員会費 年額  10,000円以上

お問い合わせ
本所（玉里）
小川支所
美野里支所

☎ 37-1551
☎ 58-5102
☎ 36-7330

年間を通じて募集しております。
ご理解とご協力をお願いいたします。

寄付とは異なり、本会の趣旨に賛同していただける方にご協力をいただく協力金です。
ご協力いただきました会費は、市内の福祉活動に広く活用させていただきます。
詳しくは、社協会員会費募集のチラシまたはホームページをご覧ください。

会費とは？…

平成27 年度社協会員会費報告　社協だより47号において掲載いたしましたが、新たにご協力を賜りましたのでご報告させていただきます。
＜世帯会員＞　稲荷坪　43 件　43,000 円　　行政区外　24 件　24,000 円

総計　世帯会員9,875件　　個人会員23件　　法人会員141件　　合計額　11,159,800円　　平成28年1月10日現在

ボクは
　ここにいるよ！

P3上段写真の左
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