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　この研修会では、区長様よりご推薦をいただきました、338 名の皆さまに
対しまして「福祉員」の委嘱をさせていただきました。
　研修として事務局より福祉員の活動内容についての説明、最後に、米沢
先生から、「災害ボランティアセンター支援団体の一員として　活動から学ん
だこと」と題して災害時の心のケアが必要であることを判りやすくご講義い
ただきました。参加された皆さまからは、「コミュニティの大切さを認識しました」

「被災者に対する接し方を再認識しました」「今後のきめ細かな地域福祉活
動に役立たせていきたいと思います。」等沢山の感想が述べられました。
　福祉員の皆さまにおかれましては、今後のご活躍を期待しております。
どうぞよろしくお願いいたします。
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米沢様の体験談を交えてご講義いただきました ２年間よろしくお願いします

〈5月29日　四季健康館〉

みんなで支えあい
幸福に暮らせる地域は
福祉員さんの活動から
創られます

講師　災害ボランティア活動支援プロジェクト会議

　　　米沢　智秀　様
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ランチ&カフェ『木もれ陽』

営業内容
●明るいレストランでお食事
　　ランチタイム 午前11時〜午後2時
　　カフェタイム 午後2時〜午後5時30分
●独居・高齢世帯への配食弁当を作っています。
●オードブル・注文弁当、お買物バスツアー

や団体様のお食事も随時受け付けておりま
す。ご来店をお待ちしております。

　本会で運営しているレストランの紹介です。
　夏に向けて新メニューが登場しました。
　冷たい飲み物も用意しています。

夏休みミニワークショップ開催
★プリザーブドフラワーで作る壁掛けアレンジ

★簡単キャンディシュシュ

日　時　8月3日（水）、17日（水）
　　　　午前11時〜午後3時
　　　　30分〜1時間程で仕上がります
参加料　1,500円

日　時　8月25日（木）
　　　　午前11時〜午後2時30分
　　　　30分〜1時間程で仕上がります。
参加料　500 円

《申込み》参加希望前日までに
　　　　　美野里ともいきプラザへ

《申込み》フロールパシト
　　　　　☎ 090-5564-7877

お知らせ
　７月３０〜３１日に
羽鳥祭りが行われま
す。ともいきプラザ
も開店しております。
　ミニワークショップ

（フラワーアレンジ
メント、和小物製作）
を開催予定です。

　前回の社協だより
でお願いしましたプ
ラレールのご寄付が
ありました。
　ご協力ありがとう
ございました。子育
て広場で大切に使わ
せていただきます。

★夏メニュー★サラダうどん・そば
野菜たっぷりです♪
　　　　　680 円

お問い合わせ 美野里ともいきプラザ ☎ 28-7721

●平成28年熊本地震義援金にご協力ありがとうございます●
　平成 28 年 4 月 14 日に発生した熊本地震で被災された
皆さま方に対しまして、謹んでお見舞い申し上げます。
　今回の大地震に際しまして、茨城県共同募金会小美玉市
支会では、義援金の募集を行いました。平成 28 年 7 月 4
日までに受け付けました、義援金の送付金額をご報告させ
ていただきます（右記）。
　また、5 月 2 日、4 日の両日に、空のえきそ・ら・らで街
頭募金活動を行いました。皆さまのご協力により多くの義援
金（5 月 2 日　26,194 円、5 月 4 日　4,626 円）が集ま
りました。あたたかいご支援ご協力ありがとうございました。
　義援金は平成29年3月31日まで受け付けております（市
内 12ヶ所に募金箱設置）。

平成27年度 収入支出決算

ご寄付のお礼

順不同 : 敬称略

ミニバンド日本の歌
　代表　難波　栄次郎
重藤　すぎ
堺　一枝
小美玉市老人クラブ連合会
　小川支部総会来場者
消費生活の会
　美野里生活学校
堀米　せつ子
村山　健夫
(公財)茨城県開発公社
　空港ビル管理事務所
中澤　紀久恵
植木　純一
居酒屋みどり

木名瀬　幸吉
後藤　壮
井坂　惠裕
カラオケアキラ
　チャリティ歌謡祭
繁楽館

（有）玉里クリーン
小美玉市立玉里中学校
小美玉市消費生活の会
聖和会・聖隷会職員一同
みの～れ支援隊
惠泉キリスト教会
　小美玉チャペル
コーラスグループ　　
　エーデルワイス

義援金受付件数:５７件
義援金送付額合計：１，８８０，０８０円
 一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。

たまりメリーホーム
　職員利用者一同
内田　和之
上玉里高齢者クラブ
仲田鋼建（株）
納場地区コミュニティ
カラオケスタジオ人生
社協・市役所募金箱　
　(12ヶ所)
そ・ら・ら街頭募金２件
小美玉市文化協会
社協職員
匿名 7 件
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親子で
参加OK

大人のみの参加も
大歓迎です



　　　　平成 28 年 5 月 6 日から7 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。
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ペットボトルキャップの活用先が変更になります。

小美玉市社会福祉協議会福祉作業所かんな・つばさより ≪市内の福祉施設、福祉団体の皆様へ≫

　今までエコキャップ推進協会へ配分し、海外や日本各地での福祉・環境活動に活用していただ
きましたが、今後、より身近な小美玉市内の福祉活動において活用することになりました。ペット
ボトルキャップは、従来どおり本会でお預かりしますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

　福祉作業所つばさ、かんなでは、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。
　回収におうかがいいたしますので、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。

　福祉活動で必要としている物品がございましたら、ぜひお申し出くだ
さい。お申し出いただいた内容を検討させていただき、社協だよりに
て寄付物品募集のご協力をいたします。お寄せ頂いた寄付物品は、善
意銀行を通して各施設、団体へ配分させていただきます。
お申し出いただきました物品の配分結果を紹介いたします。
　プラレール（２件） → ともいきプラザ事業へ配分済福祉作業所つばさ ☎ 58-7770　福祉作業所かんな ☎ 36-7330

ご協力ありがとうございました！

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。
　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
　住谷　やい　　　　　　　　2回
　櫻井　郁生　　　　　　　　2回
　おみたまクッキング倶楽部
　小川ニュータウン区　　　　9回
　橋向老人クラブ　　　　　　2回
　川戸老人会　　　　　　　　3回
　倉数川前区火の吠町内会　　2回
　長谷川　和子
　小美玉市小川公民館　　　　3回
　(有)大形屋商店　　　　　　2回
　ひまわり会
　ストケシア
　前原区　　　　　　　　　　3回
　長谷川　とよ
　飯田　勝夫
　上吉影老人クラブ
　佐川　文子
　近藤　貞夫
　長谷川　恵喜
　橋本旅館
　加藤　佳子
　佐藤　憲喜　　　　　　　　2回
　押手　清美
　羽木上老人会
　（株）タスク
　修善院
　長谷川　和子
　上合はつらつ会
　鈴木　義久
　黒崎　とき子
　納場保育園　　　　　　　　2回
　セブンイレブン茨城町小幡店
　駅前ゆーわ　　　　　　　　2回
　（株）柳川採種研究会　　　　2回
　奥田　冨子
　阿部　正子
　西郷地ミセス５
　特命左京
　（株）石崎製作所
　匿名　　　　　　　　　　　2件
●使用済み切手
　小美玉市母子寡婦福祉会
　桜井　愛桜
　片岡　こと
　東洋発條工業（株）石岡工場
　山口　純子
　サンホーム竹原
　（株）あさひギフト
　中野　佳子
　つくば病院
　小美玉市小川図書館

寄 付 物 品

　茨城やまう（株）
　上吉影老人クラブ
　修善院
　押手　清美
　フォルム（株）
　（株）内田化工　　　　　　　2回
　美野里ライオンズクラブ
　横田　佳夫
　山﨑　秀子
　（有）東光物流
　（株）前川林業
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●ペットボトルキャップ
　桜井　愛桜　　　　　　　　2回
　飯野　のぶ江　　　　　　　2回
　小美玉市玉里運動公園
　住谷　やい
　おみたまクッキング倶楽部　2回
　リスクサポート　狩谷　等
　石井　清文　　　　　　　　2回
　ふたば歯科　　　　　　　　2回
　たまりメリーホーム
　櫻井　郁生　　　　　　　　2回
　グループホームもくれん
　山口　美江
　中村　博
　狩谷　且枝
　筆好同好会
　川崎　明
　飯田　京子
　田上　ミツ子
　さくら保育園
　押手　芳子
　二本松いきいきサロン　さくらんぼ　2回
　川戸老人会　　　　　　　　3回
　石岡警察署小川地区交番
　小美玉市立野田小学校
　ひまわり会
　上田　泰子
　飯田　勝夫
　上吉影老人クラブ
　修善院　　　　　　　　　　2回
　近藤　貞夫
　中根老人クラブ
　加藤　佳子
　中村　一夫
　川崎　たま子
　堀米　せつ子
　押手　清美
　村山　フヂ
　本田町老人クラブ
　羽木上老人会
　小美玉市立小川小学校
　立村　トシ子
　小美玉市小川公民館
　上合はつらつ会
　下吉影古新田区
　長谷川　みち子（小川）
　長谷川　みち子（羽鳥）
　鈴木　義久
　久保田　光子　　　　　　　2回
　江戸住宅いきいきクラブ「燦々」　2回
　酒井　孝一
　黒崎　とき子

　ミーム保育園　　　　　　　2回
　納場保育園　　　　　　　　4回
　大和田　久子
　美野里ライオンズクラブ　　2回
　スロットマシンパラダイスＧＩＧＡ美野里店
　駅前ゆーわ　　　　　　　　2回
　小美玉市立堅倉小学校…★
　萩沼　愛子
　（株）柳川採種研究会　　　　2回
　丹治　昭子
　木村　弘子
　阿部　正子
　鈴木　邦子
　理容かとうぎ
　（株）セントラルエステート
　かすみ草　　　　　　　　　2回
　成田　熙司
　青山　天子
　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
　熊谷　隆子
　柴高区
　茨城美野里環境組合
　山﨑　秀子
　立木　けんた・ゆうた
　(有)美野里菜園
　中村　尊武
　井坂　敦子
　北浦町内会
　（有）東光物流
　（株）石崎製作所
　希望ケ丘サロン
　福田　信子
　中江　房江
　匿名　　　　　　　　　　　6件
●使用済みカード
　セブンイレブン茨城町小幡店
●古紙
　川崎　明　　　　　　　　　2回
　渡辺　洋司
　恵泉キリスト教会小美玉チャペル　3回
　櫻井　郁生　　　　　　　　2回
　おみたまクッキング倶楽部
　川崎　明
　筆好同好会
　小美玉市小川図書館　　　　3回
　小美玉市小川公民館　　　　3回
　佐川　文子　　　　　　　　2回
　修善院　　　　　　　　　　2回
　押手　清美
　近藤　隆　　　　　　　    11回
　（株）タスク
　橋向老人クラブ
　上田タクシー（有）
　上合はつらつ会
　ミーム保育園　　　　　　　2回
　納場保育園　　　　　　　　3回
　ＪＡ新ひたち野農業協同組合
　　美野里農機センター　　　2回
　（株）柳川採種研究会　　　　2回
　小美玉市堅倉区女性会
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●アルミプルトップ
　小美玉市母子寡婦福祉会

　グループホームもくれん
　近藤　貞夫
　小川南４７会
　セウナンダーSVC
　江戸住宅いきいきクラブ「燦々」
　黒崎　とき子
　大和田　久子
　阿部　正子
　かすみ草　　　　　　　　　2回
　青山　天子
　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
　山﨑　秀子
　立木　けんた・ゆうた
　希望ケ丘サロン
　中江　房江
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●葉書（未使用、書き損じ）
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●ベルマーク
　黒崎　とき子
　山﨑　秀子
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●衣類
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●食品
　フードバンク茨城
　やすらぎの里小川　薬草研究会
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●バスタオル
　フラローズの会
●おむつ
　いばらきコープ生活協同組合
　柴田肉店
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●野菜各種
　坂本　俊子
●事務用品、衣類
　中島　修
●米
　村山　健夫
●古着
　東平区
●洗剤
　成田　熙司
●使用済みストッキング
　柴田　千青
●プラレール
　歌橋　敏雄
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●おしり拭き、フェルトキット、介護

用品、介護用ベッド
　各匿名

★印　写真あり

（順不同、敬称略）

小美玉市立堅倉小学校様

合計４件　74,216円
●30,000円
　川島　幸子
●10,000円
　長谷川　恵喜
●26,400円
　スイートピー
●7,816円
　匿名　　　　　　　　　　　1件

茨城県社会福祉協議会へ

使用済み切手　 1,125枚
使用済みカード　　58枚
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福祉にっこりまつり 学生ボランティア募集
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ボランティアに関する
お 問 い 合 わ せ
小美玉市ボランティアセンター
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

活動場所 ･･･ 小美玉市内
活動日時 ･･･ 必要時

運転ボランティア募集

保育ボランティア募集

会場 送迎 高齢者自宅　本会では、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。

　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
をお願いします。

夏だ！ボランティアをしよう！学生募集

学生募集

保育ボランティア

高齢者の話し相手や創作活動、レクリエーションなどのお手伝い

ハンディがある方の作業訓練のお手伝い

※日時、内容等の詳細については、お問い合わせください。

活動期間：夏休み期間中　　活動頻度：1 回でも何回でも可能
対象：中学生以上で元気な方

多胎児サロンびーんず room  場所：玉里保健福祉センター
おちゃっこサロン（未就学児親子） 場所：小川保健相談センター
子育てサロンぽっけ（0 〜 2 歳児親子） 場所：四季健康館

介護予防事業玉里   場所：玉里保健福祉センター
介護予防事業美野里   場所：四季健康館
介護予防事業ともいき   場所：美野里ともいきプラザ
デイサービスセンター玉里  場所：玉里保健福祉センター

心身障がい者福祉作業所つばさ  場所：小美玉市医療センター隣り
心身障がい者福祉作業所かんな  場所：四季健康館

子ども
大好きさん
募集中！

楽しくボランティアにチャレンジしよう！

開催日時　9月25日（日） 午前9時30分集合・午後3時30分解散（予定）
　　　　　※雨天一部中止
場　　所　小美玉市生涯学習センター「コスモス」
内　　容　模擬店や各イベント、募金啓発コーナー等のお手伝い
応募資格　中学生以上で元気な方
申込締切　８月 31 日（水）
申 込 先　本所（玉里）☎ 37-1551

ボラ☆チャレ

かんな作業所
（取り扱い説明書折りの様子）

人生の先輩から学ぶこともいっぱい！

小美玉市社会福祉協議会 検索扌社協だより　第 51号



5

お任せください！金銭管理や書類預かり〜日常生活自立支援事業〜

　あなたが、住み
慣れた地域で、安
心した生活を送れ
るようにお手伝い
いたします。福祉サービスの

使い方がわからない

通帳などの大事な
書類の管理が心配

手紙が来たけれど
内容が分からない お金の支払いで

いつも迷ってしまう

どんな支援が受けられるの？

利用料金はどれくらいかかるの？

どんな人が利用できるの？
・福祉サービスを安心して利用できるように、情報提供

や利用の手続きのお手伝いをします。
・公共料金の支払いや、日常生活に欠かせないお金の管

理のお手伝いをします。
・日常生活に必要な事務手続きのお手伝いをします。
・通帳や証書など大切な書類、実印などを安全な場所で

お預かりします。
※宝石・貴金属類などはお預かりできません。

・認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで、
判断能力が不十分な方となります。

※施設や病院に入所・入院している場合でも利用できます。

・相談、支援計画の作成、契約を結ぶことは無料です。
・お手伝い（支援）のサービスについては、下記のとお

り有料となります。

※生活保護を受けている方は、利用料が免除となります。
※支援に伴う交通費について実費負担をしていただくこ

とがあります。

福祉サービス利用の手続きや
金銭管理などのサービス 1 時間あたり 1,100 円

通帳や証書、印鑑などを
預かる書類預かりサービス 1 ヶ月あたり 500 円

ご利用までの流れ
①社会福祉協議会にご連絡ください
ご本人以外でも家族などの身近な方、民生委員
などを通じてのお問い合わせにも対応します。

②担当者が相談内容を伺います
ご相談にあたっては、プライバシー
に配慮し、秘密は必ず守ります。

③お困りのことを一緒に考え、支援
計画を作ります
お困りごとや、ご希望を伺い、契約内容・支援
計画をご提案します。

④利用契約を結びます
ご利用者と社会福祉協議会で
利用契約を結びます。

⑤サービスが開始されます
支援計画に沿って、担当職員が
サービスを提供します。

相談の
受付

打ち合せ

支援計画
の作成

契約

サービス
の開始

※サービスの利用開始までに１ヵ月半程要します

チャレンジ教室　今年の夏は、ふくし体験に挑戦しよう！

夏休みの

自由研究に

おすすめ

ふくしの未来体験ツアー !!
～ロボットが変えていくふくしの未来～

開催日時　8月24日(水)　午前9時30分〜午後4時30分
内　　容　先進福祉機器の見学、体験
行　　先　サイエンス・スクエアつくば（つくば市）、サイバーダインスタジオ（つくば市）
対 象 者　小美玉市内小学4年生〜6年生　　
定　　員　先着 38 名
参 加 費　500円
持 ち 物　昼食、飲物
集合解散場所　小川保健相談センター
　　　　　　　所在地：小美玉市小川2-1（社協小川支所)
募集期間　8月17日まで　＊定員になり次第締め切りとなります。

どしどし ご応募

 まってます！

お問い合わせ
お申し込み

小川支所　☎ 58-5102
※受付時間　平日午前８時３０分～午後５時１５分

小美玉市社会福祉協議会 検索扌 社協だより　第 51号
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近藤　トキ様
大正15年6月10日生

90歳（小川）

坂　弘三様
大正13年11月25日生

91歳（竹原下郷）

　

お問い合わせ
お申し込み

小川支所（小川・玉里）
美野里支所

☎58-5102
☎36-7330

新会員の紹介

飯田　時子様
大正15年3月21日生

90歳（中延）

大和田　英子様
大正15年3月28日生

90歳（堅倉）

小泉　英子様
大正13年9月26日生

91歳（宮田）

鬼澤　勝市様
大正15年4月23日生

90歳（上吉影）

山口　ヤイ様
大正15年4月9日生

90歳（張星）

鈴木　多以様
大正15年4月13日生

90歳（竹原）

鈴木　ちゑ様
大正14年2月11日生

91歳（中台）

90歳になったら サロン・ド・おがわたまり
サロン・ド・みのり　　   へ！

　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ご参加いただいております。
手作りの昼食や昔話で楽しみ、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。

＝笑顔いっぱいで過ごしています＝

一緒にフラダンスを
楽しみました

ミーム保育園の園児と楽しくレクリエーション

５月２日　サロン・ド・おがわたまり

6 月 20 日　サロン・ド・みのり

日　　時　　9 月 25 日（日）午前 10 時〜午後 3 時
場　　所　　小美玉市生涯学習センター「コスモス」
応募資格　　1. アマチュアであること
　　　　　　2. 食べ物及び生き物の販売でないこと
　　　　　　※詳細については、申込み締め切り後説明させていただきます。
募集定員　　8 区画程度
　　　　　　（申込者多数の場合は、市内の方を優先させていただきます。）
出 店 料　　市内在住の方無料　　市外在住の方１区画 1,000 円
　　　　　　※出店料は、平成 28 年熊本地震義援金に寄付いたします。
申込期日　　7 月 28 日（木）〜 8 月 31 日（水）

福祉にっこりまつり　バザー・フリーマーケット出店者募集

お問い合わせ・お申し込み 美野里支所　　☎36-7330

サロン・ド・おがわたまり
場　所　 玉里保健福祉センター　
日　時　 8月1日（月）・9月5日（月）・10月3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　 8月29日（月）・9月21日（水）・10月31日（月）
　　　　 午前11時〜午後1時
参加費　 300 円
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〜ふれあい・いきいきサロン事業〜

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

　はすの実サロン

子育てサロン らみぃ

ほっとサロン
　健康教室や室内ゲーム、お花見や温泉などを取入れ
て、和気あいあいと茶話会を楽しんでいます。
　一度来たら、次回の開催が楽しみになるはずです。
興味のある方は、お電話ください。

　お子さんと一緒に出かけられて、ゆっ
くり自分の時間が持てる場所「子育て
サロンらみい」です。
♪ここに来れば「ほっ」とする
♪ここに来ればみんなの子育て
　が聞ける
♪子どもをもっと好きになる

　「ほっとサロン」は、介護者が自主的に行っている
茶話会です。「ほっとする！　楽しい！」サロンにな
るようにと、このサロン名にしました。興味のある方
は、お気軽にお問い合わせください。

日　時　毎月第 4 水曜日
　　　　午前10時〜午後0時
場　所　小美玉チャペル
参加費　100 円 / 回
サロン世話人
　金野　しづ
　☎090-6014-0452

お手伝いして
下さる方募集中

日　時　毎月第 4 火曜日
場　所　玉川地区農民会館
参加費　2,000 円 / 年
サロン世話人　山口　正枝
　　　　　　　☎ 58-0550

サロンをお手伝いして
くれる方を募集しています。

サロン世話人
　沼田　小夜子
　　☎ 58-0374
　古渡　勝子
　　☎ 58-0689

サロン世話人
　北郷　佳子　☎ 26-4856

日　　　時 内　　　容 場　　所
8月17日（水）
午後1時〜3時

介護の講話・茶話会
参加費：無料

小川保健相談
センター

9月21日（水）
午後1時〜3時

脳と体のエクササイズ
参加費：無料 ☆スクエアステップ

玉里保健福祉
センター

８月

24日
絵本の読み聞かせ☆ミニ
プールで水遊び
（持ち物：水遊び用オムツ、
濡れても良い服、帽子）

９月

28日
絵本の読み聞かせ☆かわ
いい小物入れ作り
（持ち物：はさみ、のり）

10月
26日

絵本の読み聞かせ☆健康
美肌教室

11月 お休み
12月 お休み

１月

25日
絵本の読み聞かせ☆れん
こんお好み焼き作り
（持ち物：エプロン、三角巾）

２月
22日

絵本の読み聞かせ☆エプ
ロンシアター他

３月 22日
保育園の先生と親子で遊ぼう

お友だち募集中です！
お電話お待ちしています

※予定が変更する場合があります

みつばちサロン
　4 月 10 日、玉里地区の新高浜
会館にて「第 2 回みつばちサロン
展示会」が行われました。今年は
男性の仲間も増えて、笑顔絶えな
いサロンになっています。いつまで
も和気藹藹な雰囲気で活動してい
きたいと思います。
　興味のある方はご連絡ください。

社 協

あなたの地域でサロンを始めてみませんか？

住みなれたこの地区でいつまでも過ごしていくために・・・
「ふれあい・いきいきサロン」は身近なところで気軽に集まることができる場です。

サロンの効果

小美玉市にあるサロンの一部を紹介します！

社会福祉協議会は，
みなさんの地域のサロン活動を応援します！

☆楽しさ、社会参加、孤独感をなくす
☆閉じこもりの予防
☆無理なく体を動かせる
☆身近な地域で楽しくボランティア活動
☆地域の福祉力向上 どんな活動が

あるの？

立ち上げたいけど
どうすればいいの？

☆活動費の助成（5 年間）
☆参加者やボランティアの保険
☆サロンの開設、活動内容などの相談
☆魅力あるサロンづくり
☆ふくしの出前講座　講師派遣
☆各種情報提供　　など

活動中のケガとか
どうすればいいの？
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相談日時 午後 1時 30 分〜 4時 30 分

☆印…法律相談

8月
3日（水） 10日（水）☆ 17日（水） 24日（水）☆

小川支所 美野里支所 本所（玉里） 小川支所

9月
7日（水） 14日（水）☆ 21日（水） 28日（水）☆

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。

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 料

一般相談／☆法律相談
☆法律相談は、事前予約制です。

無　料

※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。

　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
☎ 58-5102
☎ 36-7330

※各日の行程につきましては、お問い合わせください。

※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?

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。

8 月

開催日 4 日（木） 10 日（水） 25 日（木）

電話予約 7/25（月）午前9時～ 8/1（月）午前9時～ 8/15（月）午前9時～

地　区 玉里 小川 美野里

9 月

開催日 8 日（木） 15 日（木） 29 日（木）

電話予約 8/29（月）午前9時～ 9/5（月）午前9時～ 9/20（火）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？…

P6上段イラストの横

ボ
ク
は

　
こ
こ
に
い
る
よ
！
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