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　9月25日生涯学習センター「コスモス」において、
第10回小美玉市福祉にっこりまつりを開催しまし
た。
　おかげさまで毎年多くの方々に来場いただき、無
事に10回目を迎えることができました。
　今後も小美玉市社会福祉協議会は、地域福祉の
推進に取り組んでまいりますので、皆さまのご支援
とご協力をお願いいたします。
※福祉にっこりまつりの詳細は２ページ
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マジック体験、大好評

この日のために各支部合同で
練習を重ねてきました！！

小美玉市老人クラブ連合会の皆さん

40名程の学生ボランティアが大活躍
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体験コーナー

イベント広場 駐車場

オープニング

功績のあった方への表彰

共同募金のマスコット「愛ちゃん希望くん」

お楽しみ抽選会

オープニングイベント

駐車場でもボランティアが活躍

ロボットスーツの体験 アイマスクや車いす体験

エコクラフト体験

卓球バレー体験

しばふ広場でのフリーマーケット チャイルドルームの読み聞かせ フィナーレは抽選会

脳年齢の測定

顕彰式

イベント広場もにぎわいました

ふくしの広場
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第10回 福祉にっこりまつり
　「福祉にっこりまつり」は市民の皆さまの福祉意識の啓発・向上を図
るためのイベントです。お子様からお年寄りまで、障がいがある方、な
い方、すべての人々が参加し、みんなで楽しくふれあいながら福祉を理
解していただくことを目指して開催しています。
　毎年、小美玉市内の福祉団体、福祉施設、ボランティアなどと社会福
祉協議会が協力して実行委員会を立ち上げ、毎回テーマを掲げてさまざ
まな催しが行われました。
　今年度のテーマは「助け合い　人と人との　笑顔の輪」と題して“地
域福祉”に焦点を当て多くの催しを行い、約 2,500 名の来場者でにぎ
わいました。
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お問い合わせ 美野里ともいきプラザ ☎ 28-7721

子育て広場のごあんない 《子育て広場からのお知らせ》

開催日　毎週土曜日、日曜日午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分
場　所　美野里ともいきプラザ２階（羽鳥駅西口前）
対　象　０歳児～未就学児の親子
利用料　親子で 200 円（１名増えるごとに 100 円）

　初めて参加される方は、事前にご連絡いただくと手続きが
スムーズです。
　用意してあるおもちゃや絵本で自由に遊んだり、おにごっ
こや段ボール遊びなど、思い切り遊ぶことが出来ます。保育
士の資格を持つ職員もおりますので安心です。
　子育て中のお母さん同士の情報交換もいいですね♪

土日に開催中♪
「ともいきプラザ」に出かけてみませんか？

《わくわくショップのミニワークショップ開催のお知らせ》
☆ブリザーブドフラワー「クリスマスリース」 ☆和小物「針刺し」

☆冬休み子ども向け「モフモフ毛糸シュシュ」 ☆アクセサリー「ウッドビーズブレスレット」

☆今年もクリスマス会があるよ☆

☆読み聞かせの会ひこうせんがくるよ☆

日　時　12 月 17 日（土）
　　　　午前 10 時～正午
場　所　四季健康館
対象者　0 才～未就学児親子
参加費　１人 100 円　
締　切　12月5日（月）

日　時　１月 15 日（日）午前 10 時～ 11 時
場　所　美野里ともいきプラザ２階
＊毎週開催される子育て広場の
　お楽しみイベントです

第66回茨城県社会福祉大会が開催されました
～茨城県立県民文化センター～

　平成28年度茨城県社会福祉大会（10月28日開催 主
催：茨城県・茨城県社会福祉協議会・茨城県共同募金
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。
茨城県知事表彰

《民生委員・児童委員》長島 洋治、小松崎 勇一
伊藤 征夫、水野 孝四郎、川島 先則、倉田 昭敏
茨城県社会福祉協議会会長表彰

《民生委員・児童委員》野原 八重子、谷内 親、稲田 弘
小林 守、有馬 輝子、藤岡 徳太郎、市村 満子、渡邊 弘明

《社会福祉施設職員》久保田 京美、上野 雄一

お問い合わせ
申 込 み

美 野 里 支 所
（かんな作業所） ☎36-7330

　平成 28 年度全国社会福祉大会（11 月 11 日開催　主催：
厚生労働省・全国社会福祉協議会・中央共同募金会）にお
いて、本会が“社協優良活動の部”で全国社会福祉協議会「会
長表彰」を受賞することができました！
　この受賞は、小美玉市の福祉を支えてくださる“市民の皆さ
まに対する表彰”でもあります。
　同日、共同募金運動奉仕団体として小美玉市美野里民生委
員児童委員協議会様が厚生労働大臣表彰を受賞されました。
　今までのご支援ご協力に心から感
謝申し上げます。これからも「あなた
とつくるふれあい
のまち」に向けて、
共に力を合わせて
いきましょう！

全国社会福祉協議会会長表彰を受賞
～「社協優良活動の部」小美玉市社会福祉協議会～

（順不同・敬称略）

日　時　12月５日（月）、16日（金）午前11時～午後２時30分
参加料　300 円　申込み　美野里ともいきプラザ

日　時　12 月７日（水）、21日（水）午前 11 時～午後 3 時
参加料　1,500 円　申込み　フロールパシト☎090-5564-7877

日　時　12月27日（火）午前11時～午後2時30分
参加料　300 円　申込み　美野里ともいきプラザ

日　時　12月27日（火）午前11時～午後２時30分
参加料　500 円　申込み　美野里ともいきプラザ
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プリザーブﾄ゙ グリーンのヒムロスギや木の実を使っ
てアレンジしていただきます

とっても簡単で小さなお子様でも10分程で仕上
がります。

☆特別企画☆　ご一緒に木もれ陽のコーヒーはいかがですか？
　通常３００円のコーヒー・紅茶をワークショップに参加していただいた方には２００円で提供いたします。ランチご注文の方はお
楽しみサービスを実施します。是非ワークショップに参加して、楽しい時間を満喫してみませんか？

※ミニワークショップはいずれも前日までにご予約をお願いします。

お子様でも大人でも楽しめます。モフモフ毛
糸シュシュと同じ日なのでご一緒にいかが？

見た目にも可愛いい♪小物入れや針刺しに･･･ 簡
単に作れます



　　　　平成 28 年 9 月 6 日から11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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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4件　129,725円
●111,600円
　第10回福祉にっこりまつり協力者
●2,258円
　小美玉市食生活改善推進協議会
●5,867円
　柿の実
●10,000円
　茨城県自動車整備石岡支部
　　小川・玉里部会…★

善意銀行報告

寄 付 金

●アルミ缶
　狩谷　等
　渡辺　洋司
　宮窪　弘毅
　佐川　文子
　押手　正雄
　小川ニュータウン区　　　　9回
　前原区　　　　　　　　　　5回
　小美玉市小川公民館　　　　2回
　上田タクシー（有）　　　　　2回
　橋向老人クラブ　　　　　　2回
　長谷川　和子
　羽木上老人会
　飯田　勝夫
　長谷川　恵喜　　　　　　　2回
　佐藤　憲喜　　　　　　　　2回
　川戸老人会
　加藤　佳子
　猪野　泰司
　植田　仲子
　長谷川　満子
　（株）恵グループ
　橋本旅館
　吉村　武雄
　(有)大形屋商店　　　　　　2回
　倉数川前区火の吠町内会
　石井　清文
　赤津書店
　（株）タスク
　阿部　正子
　菅谷　昭次
　駅前ゆーわ　　　　　　　　2回
　納場保育園　　　　　　　　2回
　（株）柳川採種研究会　　　　2回
　（株）石崎製作所　　　　　　2回
　東平区
　谷仲葬具店　　　　　　　　2回
　西郷地ミセス5
　匿名　　　　　　　　　　　2件
●使用済み切手
　ぺんてる（株）茨城工場
　小美玉市生涯学習課
　高木　豊穂
　ハートフルハンド玉里
　フォルム（株）
　佐藤　憲喜
　美野里ライオンズクラブ　　2回
　茨城マイカー販売（株）
　コナン精工（株）
　(有)小瀧工業
　山口電気　山口　信雄

寄 付 物 品

　(株)内田化工　　　　　　　2回
　日産電業(株)
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●ペットボトルキャップ
　河合　勝子
　田上　ミツ子　　　　　　　2回
　たまりメリーホーム　　　　4回
　櫻井　郁生　　　　　　　　3回
　筆好同好会　　　　　　　　2回
　ハートフルハンド玉里
　川崎　明
　高木　豊穂
　飯野　のぶ江
　グループホーム　玉里の里
　桜井　愛桜
　山口　美江
　(株）植田建設工業
　リスクサポート　狩谷　等
　渡辺　洋司
　おみたまクッキング倶楽部
　野口　美佳
　小美玉市母子寡婦福祉会
　中村　博
　恵泉キリスト教会小美玉チャペル　2回
　山本　千代美
　飯田　勝夫
　二本松いきいきサロン さくらんぼ…★
　佐藤　憲喜
　ストケシア
　川戸老人会
　石井　清文　　　　　　　　2回
　修善院
　川崎　たま子
　堀米　せつ子
　加藤　佳子
　小泉　智子
　植田　仲子
　山川老人クラブ　　　　　　2回
　武藤　かつ江、上野　裕美子
　中根老人会
　赤津書店
　羽木上老人会
　萩沼　愛子
　かすみ草　　　　　　　　　3回
　阿部　正子　　　　　　　　2回
　すみれの会　　　　　　　　2回
　菅谷　昭次
　希望ケ丘サロン　　　　　　2回
　江戸住宅いきいきクラブ「燦々」　2回
　（有）東光物流
　前野　眞悟　　　　　　　　2回
　納場保育園　　　　　　　　2回
　ミーム保育園　　　　　　　2回
　幡谷　三千子
　（株）石崎製作所　　　　　　2回
　東平区
　コナン精工（株）
　西郷地ミセス5
　(株)前川林業
　(有)小瀧工業
　山口電気　山口　信雄
　野坂　純子
　西村　克幸
　青山　天子

　渡辺　節子
　四季の杜保育園
　久積　崟男
　南雲　滝君
　茨城県立中央高校ＪＲＣ部…★
　駅前ゆーわ
　宮内　幸雄
　旭百寿会
　(有)美野里菜園
　奈良原　恵美子
　大和田　久子
　立木　けんた・ゆうた
　普入　一男
　カーブス小美玉羽鳥
　小美玉市母子寡婦福祉会
　東平老人会
　小美玉市美野里公民館
　匿名　　　　　　　　　　　6件
●使用済みカード
　セブンイレブン美野里羽刈店
　セブンイレブン石岡運動公園前店
●古紙
　櫻井　郁生　　　　　　　　3回
　筆好同好会　　　　　　　　2回
　後藤　敏彦　　　　　　　　3回
　川崎　明　　　　　　　　　2回
　佐川　文子　　　　　　　　2回
　恵泉キリスト教会小美玉チャペル　2回
　数登　美智子
　小美玉市小川公民館　　　　3回
　上田タクシー（有）　　　　　2回
　羽木上老人会
　修善院　　　　　　　　　　2回
　堀米　せつ子
　長谷川　満子
　橋向老人クラブ　　　　　　2回
　近藤　隆
　前野区
　喜多方ラーメン紅花小川店
　（株）タスク
　小美玉市小川図書館
　JA新ひたち野農業協同組合
　　美野里農機センター　　　2回
　納場保育園　　　　　　　　2回
　ミーム保育園　　　　　　　2回
　（株）柳川採種研究会　　　　2回
　西郷地ミセス5
　小美玉市堅倉区女性会
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●アルミプルトップ
　ぺんてる(株）茨城工場
　パールショップともえ石岡店
　櫻井　郁生
　筆好同好会
　ストケシア
　堀米　せつ子
　かすみ草　　　　　　　　　2回
　阿部　正子　　　　　　　　2回
　希望ケ丘サロン
　江戸住宅いきいきクラブ「燦々」　2回
　青山　天子
　久積　崟男
　前野　眞悟
　納場保育園

　旭百寿会
　大和田　久子
　匿名　　　　　　　　　　　2件
●未使用葉書
　堀米　せつ子
●ベルマーク
　青山　天子
●衣類
　野口　美佳
　幡谷　三千子
　金成　徳雄
　匿名　　　　　　　　　　　3件
●米
　羽鳥　泰司
●大人用おむつ
　いばらきコープ生活協同組合
　清水和子
●お菓子
　パールショップともえ石岡店
●みつ葉・さつまいも
　坂本　俊子
●マッサージ機
　幡谷　三千子
●牛乳パック
　四季の杜保育園
●ぬいぐるみ
　田上　次男
●雑巾、靴下、アクリルたわし、米、
　商品券、食品
　各匿名

さくらんぼ

茨城県立中央高校ＪＲＣ部

茨城県自動車整備石岡支部小川・玉里部会

（順不同、敬称略）

　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。 ★印　写真あり

≪市内の福祉施設、福祉団体の皆様へ≫
　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。お寄せいただいた寄付物品は、善意銀行を通して各施設、団体へ配分いたします。

小美玉市社会福祉協議会 検索扌社協だより　第 53号

まごころの橋渡し



5

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

運転ボランティア募集

飾りつけボランティア募集

バルーンマイスター募集

会場 四季健康館
玉里保健福祉センター（ ） 送迎 高齢者自宅　本会では、高齢者を対象に、毎月 1 回、〝介護

予防″、〝孤独感の解消″を目的に「会食会」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。地域に役立つちょっといい事、
始めませんか？

　イベント会場の楽しい雰囲気づくりや壁面作りを一緒にや
りませんか？
　年に数回集まって、高齢者の夏祭りや障がい者のクリスマ
ス会等の会場を和気あいあいと楽しく飾りつけしています。
　飾りつけをマスターすれば、ご家族でのイベント等にも活
用できます。お気軽にお問い合わせください。
　お子様連れでのボランティア大歓迎です‼

　日本語を学びたいという外国につながる皆さんに、〝日本
語″で日本語を教える活動をしています。
　小美玉市内の施設や近くの小中学校に出向いて、個別指
導を行ったり、毎週水曜日夜の小川公民館で日本語教室を
開いたりしています。
　温かい“手”が必要です。ぜひ、“手”のおひとつになって
くださいませんか？あの手この手を学び合いましょう。

　子どもから大人までを喜ばせるバルーンアート♪
　毎月第一水曜日の交流会でバルーンアートを覚えて、
あなたの特技のひとつにしませんか？
　私たちは、覚えたバルーンアートで地域の皆さんを喜
ばせるボランティア活動をしています。ぜひ、仲間にな
りませんか？ お子様連れでのボランティア大歓迎です‼

夏祭りの会場を飾りました♪

楽しくバルーンを教えます♪

おしゃべりしながら和気あいあい♪

毎月、夢中になってます♪

活動場所 ･･･ 小美玉市内
活動日時 ･･･ 必要時

保育ボランティア募集
　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。

子ども
大好きさん募集中！

日本語ボランティアをやってみませんか？子ども向けボランティア「手と手の会」

お問い合わせ 手と手の会代表 郡司 眞知子 ☎ 58-1087

小美玉市社会福祉協議会 検索扌 社協だより　第 53号



6

“介護者のつどい”に参加しませんか？

次回は 3 月に小美玉近隣の施設見学を予定して
おります。詳細は次号にてご案内いたします。
10/26 に介護者のつどいを

開催しました。

「ふくしの出前講座」講師募集中!!

障がい者福祉作業所年忘れ会の案内

本所 ☎ 37-1551お問い合わせ

美野里支所 ☎ 36-7330お問い合わせ

　あなたの趣味や特技を地域活動のために活かし
てみませんか？
　出前講座とは自治会や子ども会、老人クラブ、サ
ロンなどの団体からの申し込みに応じて、地域に出
向き講座を実施するものです。
　登録すると、出前講座のメニューに講座名・講師
名が登載されます。講師の依頼申し込みがあったと
きには、本会が窓口となり日程調整等の手続きを行
います。
　詳しくはホームページ、または下記にお問い合わ
せください。

　この集まりは、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実施しています。

～石岡市八郷方面にて～
　今回はりんご狩り、温浴施
設へ。自然に囲まれた景色で、
皆さん日頃の介護疲れを癒し、
ゆっくりとした時間を過ごしま
した。

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

お問い合わせ
申 込 み

美 野 里 支 所
（かんな作業所） ☎36-7330

脳と体の
エクササイズ

　スクエアステップは、長年の研究から生み出された「遊
び心」があり、「取り組みやすく」、子どもからお年寄りま
であらゆる年齢層の方たち向けの魅力ある健康づくりのた
めの最新のエクササイズです。
開催日

会 場

スクエアステップ教室参加者募集（参加費無料）

効果③
認知機能の
維持・改善

効果④
身体機能

（体力）の向上

効果①
転倒予防 効果②

仲間と交流

お問い合わせ
スクエアステップリーダー
　関根　☎26-5222
　助川　☎26-1725

時 間 午前 10 時～ 11 時 30 分

12 月 10 日（土）、  1 月 14 日（土）、
  2 月 11 日（土）、  3 月 11 日（土）

対象者 どなたでも OK
持ち物 タオル、飲み物、うわばき、

動きやすい服装

玉里保健福祉センター

どなたでも参加できます

みんなでメリークリスマス！
～歳末たすけあい事業クリスマス会のご案内～

　みんなで、楽しいクリスマスパーティーをしませんか？
　今年も楽しい企画が盛りだくさん！！
日時　12月24日（土）午前11時から午後1時30分
場所　四季健康館 ヘルシーカルチャールーム
内容　笛の音楽隊コンサート、紙しばい、交流会＆

ランチ、サンタさんからのプレゼントなど
対象　小美玉市在住の心身障がい児及び家族
　　　※18 歳以下（平成 28 年度高校 3 年生以下）
主催　小美玉市社会福祉協議会
共催　小美玉市社会福祉課

　福祉作業所保護者会主催の「年忘れ会」が開催さ
れます。今年は地域の皆さまにも「作業所ってこんな
所」と、知っていただきたいと企画しました。作業所
に通ってみたい ･･･と考えている方やそのご家族様、
作業所にボランティアをしてみたいと思っている方、
福祉に興味のある方どなたでも参加いただけます。
場　所　四季健康館内「かんな作業所」
日　時　12 月 12 日（月）午前 10 時～午後 2 時
内　容　ビンゴゲーム、レクリエーション（マジック、

わたがし )、少し早目の年越しそばをお楽し
みください。簡単な作業内容の見学や体験も
実施していただけます。

参加費　無料
締　切　12月2日（金）
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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、月１回お
昼をはさんでおしゃべりやアトラクションを楽しんでいただいてい
ます。参加してみたい方は、お問い合わせください。（送迎あり）

お問い合わせ
小川支所（小川・玉里）
美野里支所

☎58-5102
☎36-7330

ご近所同士が集う『ふれあい・いきいきサロン』

　「ほっとサロン」は、介護者等が自主的に行って
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。

ほっとサロン

社 協

サロンをつくりませんか？　　サロンに出かけませんか？
「ふれあい・いきいきサロン」は、お茶を飲みながらおしゃべりしたり、
レクリエーションやゲーム、健康教室など多種多様な活動を気軽に楽しめる交流の場です。

サロンの効果 社会福祉協議会がサポートします！　
☆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　等

☆活動費の助成
☆参加者やボランティアの保険
☆サロンの立ち上げ
☆魅力あるサロンづくり
☆各種情報提供　　など

日　　　時 内　　　容 場　　所

12月21日（水）
午前10時～午後3時

カラオケでクリスマス会
参加費：2,000円

カラオケ店
（石岡市内）

1月18日（水）
午後1時～午後3時

気軽に茶話会
参加費：無料

小川保健
相談センター

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

　お年寄りから幼児まで誰でも歓迎！！地域の人の輪
作りを目指しています。
　健康教室・お楽しみイベント、季節感重視の手作
り軽食、挽き立て淹れたてコーヒーとお喋りが自慢
のサロンです。

健康教室の後のお食事会は「骨密度改善メニュー」
皆さまの脚・腰を考え全席いす席にしています。

【その他】参加費無料のラジオ体操とお喋り中心の「気まま会」
も毎月第一月曜日に姉妹サロンとして活動中です。
ぜひ、ご利用ください。　気まま会代表（丸山）

開催日　毎月第三木曜日または金曜日（変更することがあります）

場　所　第３東宝集会所（玉里地区）
参加費　300 円／回
サロン代表　後藤　敏彦  ☎ 26-2319

第三東宝サロン

下山田　虎之介様
大正15年７月19日生

90歳（堅倉）

新会員の紹介

飯塚　縫子様
大正15年２月19日生

90歳（寺崎）

篠原　富美枝様
大正10年７月31日生

95歳（寺崎）

　12月は
クリスマス会です♪

空のえき そ・ら・らへ出かけてきました

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　　

　10 月 3 日の外出は、なんと！会員全員の
ご参加でした。フラダンスを鑑賞したり童
謡を一緒に歌ったり。その後はお買い物と
温かい手作りのお弁
当に舌つづみ（ ｏ^^ ）
　お出かけを終始笑
顔で満喫できた一日
でした。

開 催 日
サロン・ド・おがわたまり
　12 月 5 日（月）、1 月 6 日（金）、2 月 6 日（月）
サロン・ド・みのり
　12 月 26 日（月）、1 月 23 日（月）、2 月 20 日（月）
開催時間　 午前 11 時～午後１時　
参 加 費　 300 円

小美玉市社会福祉協議会 検索扌 社協だより　第 53号
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高齢者買い物支援バスツアー（生きがい外出サポート事業）

　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

買い物支援バスツアー
ポイントカード始めました。
６回参加すると1,000円分の
ランチ＆カフェ「木もれ陽」
食事券を進呈します。

20 名

※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?

12 月

開催日 2 日（金） 8 日（木） 9 日（金）

電話予約 11/21（月）午前9時～ 11/28（月）午前9時～ 11/29（火）午前9時～

地　区 玉里 小川 美野里

１月

開催日 12 日（木） 19 日（木） 26 日（木）

電話予約 1/5（木）午前9時～ 1/10（火）午前9時～ 1/16（月）午前9時～

地　区 玉里 小川 美野里

相談日時 午後 1時 30 分〜 4時 30 分

☆印…法律相談

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。

　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。

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。

12月
7日（水） 14日（水）☆ 21日（水） 27日（火）☆

美野里支所 本所（玉里） 小川支所 美野里支所

１月
5日（木） 11日（水）☆ 18日（水） 25日（水）☆

本所（玉里） 小川支所 美野里支所 本所（玉里）

～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28 年度社協会員報告　社協だより52 号において掲載いたしましたが、新たにご入会を賜りましたのでご報告させていただきます。
＜世帯会員＞　山川区　100件　100,000円　下田（二）区　19件　19,000円　稲荷坪区　41件　41,000円　行政区外　2件　2,000円
＜個人会員＞　上吉影区　1件　10,000円　＜法人団体会員＞　関鉄観光(株)　1件　10,000円　とりせい商事（株）　1件　10,000円
総計　世帯会員9,723件　　個人会員29件　　法人会員154件　　合計額　11,116,700円　　平成28年11月10日現在

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

お知らせ

P3 秋の思い出の中

ボ
ク
は

　
こ
こ
に
い
る
よ
！
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