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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、車いす等もございます。
　これらは、皆さまからの共同募金や社協会費で
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。

平成 29 年度事業計画及び収入支出予算 ………… P2

平成 28 年度赤い羽根共同募金追加報告 ………… P2

美野里ともいきプラザ営業中 ……………………… P2

まごころの橋渡し 〜善意銀行報告〜 ……………… P3

ボランティアコーナー ……………………… P4 〜 P5

この指と〜まれ （福祉のお知らせ）……… P6 〜 P8

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）

四点杖　無料

ハンディーカラオケ　¥500レクリエーション機器

（オーバルボール）　¥500

介護ベッド
無料（消毒代の実費¥3,000+消費税）

テント　¥500

小美玉市社協の貸出機器類です！どうぞご利用ください！

※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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◆支出の部・総額　530,956,000円

◆収入の部・総額　530,956,000円

236,000

11,320,000

168,672,000 113,009,000 135,051,0001,305,000642,000 19,343,000
公益事業

92,698,000

22,195,0001,305,000 106,766,000 98,567,000100,049,000
障がい福祉収入

131,142,000 59,612,000

平成29年度 　事  業  計  画

平成29年度 　収 入 支 出 予 算

①助け合いの地域づくり　②第二次地域福祉活動計画の策定（地域課題に対応し
た事業展開）に向けて　③生活支援体制整備事業への参画

平成28年度　赤い羽根共同募金追加報告
　平成 29 年３月１４日以降に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。
☆子どもすこやか募金 5,406 円　☆十二所区 赤い羽根　50,000 円　☆下吉影南原区 赤い羽根 20,500 円
☆下吉影南原区 歳末たすけあい 6,200 円 ☆熊本地震義援金　31,594 円　☆自動販売機による募金 37,494 円

（平成29年3月31日現在）

重点目標
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介護予防・生活支援サービス事業のご紹介
目　的　家に閉じこもりがちな高齢者、楽しみや生きがいを持って生活を送りたい高齢者を対象に外出する機会を

提供し、いつまでも自立した生活を送ることができるように活動しています。この
活動で覚えた知識を地域にひろめていくことも合わせて目的としています。

活動日　毎週火〜木曜日（祝日等を除く）※当分の間金曜日はお休みになります。
　　　　午前 10 時〜午後２時 30 分（送迎あり）
場　所　美野里ともいきプラザ２階（エレベーターあり）
内　容　季節に合わせたカレンダー作り、創作活動（小物や壁かざり、置き物など）、リハビリ体操、脳トレなどを

実施します。年に数回の外出行事などもあります。昼食を召し上がり、スタッフの皆さんや利用者さんと
楽しく談笑しながら１日過ごしていただきます。少人数で和気あいあい、１日楽しくお過ごしいただけます。

《ミニワークショップ開催のお知らせ》

✿プリザーブドフラワー体験レッスン ✿和小物「メモボード」

日　時　6 月 7 日（水）､ 28 日（水）
　　　　午前 11 時〜午後 3 時
金　額　2,500 円（お花の色選べます♥）
申　込　Flor pasito 〜フロールパシト
　　　　☎ 090-5564-7877

　美野里ともいきプラザ１階「手作り工房わくわくショップ」に出店している作家さんによるワークショップ開催
のお知らせです。ご予約お待ちしております。

日　時　6 月 21 日（水）、6 月 27 日（火）
　　　　午前 11 時〜午後 2 時 30 分
金　額　500 円（ボードの色選べます♥）

美野里ともいきプラザ ☎ 28-7721お申し込み
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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

茨城県社会福祉協議会へ
ペットボトルキャップ　ポリオワクチン
600 本分相当を認定ＮＰＯ法人世界の
子どもにワクチンを日本委員会へ寄付

使用済み切手 75,000枚
使用済みカード 1,710枚
書き損じはがき 135枚

ご協力ありがとうございました！

合計6件　245,136円
●20,000円

　小美玉市ダンススポーツ連合会…★
●20,000円
　カラオケアキラチャリティー発表会
●50,000円
　戸大建設工業（株）
●150,000円
　チャリティ新春歌謡祭
　　主催　尾形　栄一
●3,836円
　石塚　規子
●1,300円
　匿名

善意銀行報告

寄 付 金

●アルミ缶
　杉迫　豊秀
　久保田　四郎
　住谷　やい
　リスクサポート狩谷　等
　桜井　郁生
　長谷川　恵喜
　前原区　　　　　　　　　　4回
　小川ニュータウン区　　　　8回
　田口　君子
　飯前老人クラブ　　　　　　4回
　佐藤　憲㐂　　　　　　　　2回
　塙　昭吉
　小美玉市小川公民館　　　　4回
　修善院　　　　　　　　　　2回
　（株）タスク
　長谷川　和子
　倉数川前区火の吠町内会　　4回
　川戸老人会
　猪野　泰司
　佐川　文子
　上吉影お茶飲み会グループ
　手話サークルストケシア
　橋向老人クラブ
　古渡　正子
　加藤　佳子
　亀山建設（株）
　（株）恵グループ
　（株）川井石油　キグナス
　　小川町サービスステーション
　千葉　高之
　(有)大形屋商店
　長谷川　とよ
　上合はつらつ会
　橋本旅館
　谷仲葬具店
　(株)柳川採種研究会
　阿部　正子
　西郷地ミセス5
　セブンイレブン茨城町小幡店
　(株)石崎製作所
　すみれの会
　東平老人会
　駅前ゆーわ
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●切手（未使用、使用済み）
　中村　博
　小美玉市立玉里中学校

寄 付 物 品

　(株）あさひギフト
　グループホームもくれん
　ほんでんサロン
　修善院
　高橋　久子
　フォルム（株）
　堀米　せつ子
　小美玉市立小川北中学校
　橋向老人クラブ
　横田　佳夫
　井坂　敦子
　(株)内田化工
　すみれの会
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●ペットボトルキャップ
　櫻井　郁生　　　　　　　　2回
　筆好同好会　　　　　　　　3回
　飯野　のぶ江　　　　　　　2回
　中村　博
　小美玉市立玉里東小学校…★
　小美玉市立玉里小学校…★
　長山　孝
　玉里の里
　西丸　俊行
　富岡　民伍
　住谷　やい
　グループホームもくれん
　小美玉市生涯学習センターコスモス
　ハートフルハンド玉里
　桜井　愛桜
　ルンビニ学園幼稚園
　さくら保育園…★
　中根老人会
　田口　君子
　小美玉市立上吉影小学校…★
　（医）小塙医院
　小美玉市役所小川総合支所
　石井　清文　　　　　　　　3回
　小美玉市立小川小学校
　修善院　　　　　　　　　　2回
　川戸老人会
　石岡警察署小川地区交番
　古渡　正子
　加藤　佳子
　下吉影古新田区
　（株）恵グループ
　（株）川井石油　キグナス
　　小川町サービスステーション
　坂下女性会
　橋向サロンおひさま
　川崎　たま子
　堀米　せつ子
　小美玉市立小川北中学校
　手話サークルストケシア
　橋向老人クラブ
　小美玉市立野田小学校
　村山　フヂ
　羽木上老人会
　杉浦　禎子
　青山　天子
　伏見　義春
　江戸住宅いきいきクラブ「燦々」　2回
　納場保育園
　(株)優和工業
　小美玉市立竹原幼稚園…★
　小美玉市立納場小学校
　前野　眞悟
　(株)柳川採種研究会
　阿部　正子
　鈴木　とし子
　立木　けんた・ゆうた
　茨城県立中央高校JRC同好会
　高場子供会
　長谷川　みち子
　希望ヶ丘サロン
　セブンイレブン茨城町小幡店
　中山　隆司

　(株)石崎製作所
　石塚　規子
　髙野　智恵子
　すみれの会
　池上　陽太郎
　イトウ製菓株式会社水戸工場
　丑尾田　文子
　スロットマシンパラダイスＧｉＧａ
　　美野里店
　駅前ゆーわ
　匿名　　　　　　　　　　　3件
●古紙
　櫻井　郁生　　　　　　　　2回
　筆好同好会　　　　　　　　2回
　川崎　明　　　　　　　　　2回
　リスクサポート狩谷　等
　伊藤　信行
　佐川　文子　　　　　　　　3回
　小美玉市小川公民館　　　　4回
　羽木上老人会　　　　　　　2回
　修善院　　　　　　　　　　2回
　（株）タスク
　恵泉キリスト教会小美玉チャペル
　近藤　隆
　小美玉市小川図書館　　　　2回
　橋向老人クラブ
　上合はつらつ会
　飯前老人クラブ
　JA新ひたち野農業協同組合
　　美野里農機センター　　　2回
　ミーム保育園
　納場保育園
　(株)柳川採種研究会
　匿名　　　　　　　　　　　2件
●アルミプルトップ
　長島　文子
　田口　君子
　幡谷　洋子
　ぺんてる（株）茨城工場
　坂下女性会
　(有)鬼澤商事
　小美玉市立納場小学校

　阿部　正子
　立木　けんた・ゆうた
　希望ヶ丘サロン
　石塚　規子
　セブンイレブン茨城町小幡店
　髙野　智恵子
　すみれの会
　スロットマシンパラダイスＧｉＧａ
　　美野里店
●書き損じはがき
　横田　佳夫
　すみれの会
●衣類
　片岡　こと
　石川　栄子
　すみれの会
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●洗剤・タッパー
　後藤　敏彦
●食料品
　沼田　マサ
　樫村　トヨ
　坂本　俊子
　郡司　進
●バスタオル
　堀米　せつ子
●タオル
　退職公務員連盟小美玉市小川分会
●しいたけ・さつまいも
　沼田　マサ
●さつまいも
　樫村　トヨ
●みつ葉・菜花・蕗のとう
　坂本　俊子
●食材
　郡司　進
●紙おむつ
　いばらきコープ生活協同組合
●おんぶ紐
　すみれの会
●毛布、下着、絵本、おもちゃ
　各匿名

竹原幼稚園様玉里小学校様

上吉影小学校様

小美玉市ダンススポーツ連合会様（右）さくら保育園様

玉里東小学校様

（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、福祉団体の皆さまへ≫
　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。

アルミプルトップについてお願い
●アルミ缶については、プルトップを

外さず、缶のままご寄付ください。
●スチール缶については、引き続き

プルトップをご寄付ください。

スチ
ール
缶

アル
ミ缶

アルミ缶の場合は、缶ごとご寄付いただいた方が、リサイクルにつながります。

まごころの橋渡し
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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

簡単・素敵な飾りつけを学ぶ「空間デコレーション講座」
～飾りつけボランティア養成講座～

ふれあい体験学習 チャレンジ教室

ボランティアコーナー

開 催 日　実行委員会にて決定されます（例年９月最終日曜日）
開催時間　午前 9 時〜午後 4 時
場　　所　小美玉市生涯学習センター「コスモス」
内　　容　「福祉にっこりまつり」の記録のお手伝い
応募資格　1. アマチュアであること
　　　　　2. 写真撮影に興味のある方
　　　　　3. ご自身のカメラを使用していただける方（デジタルカメラ）
　　　　　※記録媒体（ＳＤカード等）は本会で用意します。
締　　切　８月７日（月）

みんなの“にっこり”を激写！福祉にっこりまつりカメラマンボランティア募集

　　イベントに合わせた会場の楽しい雰囲気づくりや福祉施設などの壁面づくりについて学びませんか？
 手作り大好きな方で飾りつけボランティアとして活躍してくださる方をお待ちしております。
日　時　6 月 28 日（水）、6 月 30 日（金）
　　　　午前 9 時 30 分〜 12 時　※全２回講座
講　師　後藤　悟子氏　小学校の図書館を四季折々に
　　　　飾り、子ども達がより身近に本を親しめる
　　　　よう空間づくりに携わってこられた方です。
場　所　玉里保健福祉センター
対　象　飾りつけボランティアとして市内において
　　　　活動できる方　
参加費　無料　　　　申込締切　6 月 15 日（木）
持ち物　筆記用具、はさみ、カッター、ボンド

本所（玉里） ☎ 37-1551お問い合わせ
お 申 し 込 み

夏休みの

宿題に

おすすめ

①防災体験ツアー 7月25日（火） 午前9時～午後4時45分
②災害体験ツアー 8月29日（火） 午前9時～午後4時45分

今年の夏は、ふくし体験に挑戦しよう！ 雨天実施 ( 荒天中止 )

定　　員　①、②とも 先着 38名
参 加 費　500円/名（当日受付時）
場　　所　茨城県立中央青年の家　　
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（小美玉市社会福祉協議会小川支所）
対 象 者　小美玉市内小学生・保護者（４年生〜６年生は児童のみでも参加可）
申込方法　電話またはファックスでお申し込みください。
　　　　　※詳細は申込書と共に小学校を通してお配りします（申し込みは、６月1日から）

お問い合わせ
お 申 し 込 み

小川支所　☎ 58-5102　FAX 58-5302
※受付時間　平日午前８時３０分～午後５時１５分

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

煙体験 降雨体験車

小美玉市社会福祉協議会 検索扌社協だより　第 56号
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子どもヘルパーを通して思いやりや優しい心を育もう！
　地域の高齢者を自分達のおじいちゃん、おばあちゃんだと思って、いっしょに遊んだり、お手伝いをする
小学生（対象：５年生）です。

※詳細は後日小学校へチラシを配布します！

おみたま子どもヘルパー募集！

「ふくしの出前講座」をご利用ください！

　主な活動
 学習会
　高齢者との接し方や認知症、ボランティア活動について学びます。

 ふれあい活動
　高齢者の自宅や福祉施設を訪問して、ゲームや歌、お手伝い、
おしゃべり等を通して楽しく交流します。
　※スタッフ等が付き添います。

 おたより活動
　訪問した高齢者に絵はがきを送ります。

　本会では、高齢者を対象に、毎月 1 回、〝介
護予防″、〝仲間づくり″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？

　健康スポーツリーダーが
「吹き矢」の楽しさを教えます。

学校、子ども会、
　老人クラブ…

どこへでも行きます

運転ボランティア募集

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、毎年、秋に開催する「福祉にっこりまつり」
において、地域福祉に多大な貢献をしている方々を広く
知っていただこうと、顕彰式を行う予定です。
　本会で把握していない、人知れず福祉活動をされてい
る方や団体をご存知でしたら、ぜひお知らせください。
※8月1日（火）までにお知らせいただきますようお願いいたします。

草の根ボランティアを探せ！
～小美玉市社協会長表彰の候補者を募ります～

　     ボランティア及び地域福祉活動期間が５年以上、
かつ現在も活動を行っている個人ボランティア・団体及
び学校等であって、その活動が他の模範となる方（有
償活動は、８年以上）※詳細はお問い合わせください。

要 件

たんぽぽカフェの出前珈琲
地域のサロンや老人クラブなどにおじゃ
まして、本格コーヒーを淹れ、香りと
癒しのひと時をお届けします。

・料金１杯　100 円

挽きたてコーヒーを
お届けします！

高齢者宅でお手伝いやおしゃべり １年間を振りかえり壁新聞作り

ふれあい活動・地域のサロンで交流

①「誰でも」性別・年齢問わず楽しめます
②「いつでも」「どこでも」「手軽に」できます
③ゲーム感覚でできるスポーツです
④呼吸法で健康効果

本所（玉里） ☎ 37-1551お問い合わせ
お 申 し 込 み
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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おります。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

飯塚　静江様
大正13年8月15日生

92歳（羽鳥）

新会員の紹介

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　　

開 催 日
サロン・ド・おがわたまり
6月5日（月）、7月10日（月）
サロン・ド・みのり
6月26日（月）、7月10日（月）
7月は小美玉合同七夕祭り
を行います。
開催時間　 
午前11時〜午後１時
参 加 費　 
300円

　毎月、外出可能
な 90 歳 以 上 の 高
齢者の方々が集い
楽しいひと時を過
ごしています。４
月７日は、いつも
の会場を上吉影に
あ る 小 美 玉 温 泉

「ことぶき」に変
え、茶話会と昼食
を 楽 し み ま し た。
桜の開花が見ごろ
でしたので、送迎
途中、車窓から花
見をしながら帰途
につきました。

サロンドおがわたまり

　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。

青大豆豆腐作りを体験！
日　時　6 月 28 日（水） 　午前 9 時〜午後 4 時（予定）
内　容　・豆腐作り体験
　　　　・道の駅常陸大宮
　　　　　　　でお買いもの
参加費　1,000 円

詳細については
お問い合わせください

美野里支所 ☎ 36-7330お問い合わせ
お 申 し 込 み

“介護者のつどい”に参加しませんか？

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

時 間

スクエアステップ教室（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
会 場

参加費

玉里保健福祉センター

無料

原則、毎月第 2 土曜日
※変更する場合があります。

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

午前 10 時〜 11 時 30 分

どなたでも参加できます
申し込みは不要です！

旧金砂小学校を改修した体験交流
施設で豆腐作り体験を行います。
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「ふれあい・いきいきサロン」をご存知ですか？

　「ほっとサロン」は、介護者同士が“ほっ”とでき
る場所。年に 9 回、茶話会や勉強会、お出かけ等、
有意義なひと時を過ごしています。日頃の悩みや不安
を語り合い、情報交換や気分転換をしませんか？
　興味のある方は、お気軽にご参加ください。

今後の予定
 6月27日（火）／健康体操・七夕飾り作り
 7月18日（火）／健康体操・ヤクルトさんの健康講座

ほっとサロン

ともともサロン

今回ご紹介するサロンはこちら！
元気ダンスでいきいきサロン・さぎ沼

めだかサロン

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、地域の仲間が集い、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として、地域の皆さまが運営するサロンです。

サロンの効果 社会福祉協議会がサポートします！　
☆楽しみづくり、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

☆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　　

サロンに興味関心がある方は、本会へお問い合わせください。
本所（玉里）☎ 37-1551 小川支所 ☎ 58-5102 美野里支所 ☎ 36-7330

日　　　時 内　　　容 場　　所

7月19日（水）
午後1時〜3時

スクエアステップで
脳と体をリフレッシュ

参加費：無料

玉里保健福祉
センター

8月17日（木）
午後1時〜3時

ヤクルトさんの
健康美肌教室
参加費：無料

玉里保健福祉
センター

連絡先
沼田　小夜子　　☎ 58-0374
古渡　勝子　　　☎ 58-0689

　区長、地域福祉員の協力のもと、介護予防元気ダ
ンスゼネラルアドバイザー・半澤　誠悦氏を講師に
迎え、元気ダンスを通じて体力維持・向上を図って
います。また、「誤嚥予防」、「お薬の話」などの学習や、

「初釜」でお抹茶をいただく会などで楽しく交流し
ています。

日　時　月２回　日曜日　午前10時30分〜12時
場　所　さぎ沼区集落センター
参加費　1,000 円／年
連絡先　江波　正好 ☎ 58-4863

　健康体操や介護予防教室、創作活動などを取入れ
て、和気あいあいと茶話会をしています。
　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。

日　時　毎月第３火曜日（原則）
　　　　午前 10 時〜午後 2 時 30 分
場　所　玉里保健福祉センター
参加費　3,000 円 / 年（実費負担あり）
連絡先　片岡　公子 ☎ 26-3474

　随時参加登録者募集中！！
　小美玉市から支援学校支援学級に通う子を持つ親
同士、共感できる地域の仲間づくりをしませんか？

『親の笑顔が子供の未来』
情報交換・親子体験・勉強会 etc.
共有しながら、活動していきましょう！！

日　時　毎月第 3 土曜日
　　　　午前 10 時〜 12 時
場　所　玉里保健福祉センター
　　　　又は、四季健康館
参加費　600 円 / 年（実費負担あり）
連絡先　伏見  千夏　
　　　　mail:fk2c96@gmail.com
　　　※お問合せ時は、お名前をお入れください
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お買い物バスツアー
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。

お知らせ

お買い物バスツアー （生きがい外出サポート事業）　　
～来て・観て・食べて・健康づくり～

　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。（必要な方）

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?

６月

開催日 ８日（木） 15 日（木） 22 日（木）

電話予約 5/29（月）午前9時～ 6/5（月）午前9時～ 6/12（月）午前9時～

地　区 玉里 小川 美野里

７月

開催日 ６日（木） 13 日（木） 20 日（木）

電話予約 6/26（月）午前9時～ 7/3（月）午前9時～ 7/10（月）午前9時～

地　区 玉里 小川 美野里

　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

6月
７日 14 日☆ 28 日☆

美野里支所 玉里（本所） 小川支所

7月
５日 12 日☆ 26 日☆

玉里（本所） 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。

～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 55 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。
＜個人会員＞　社協職員　1件　1,000円

総計　世帯会員9,746件　　個人会員88件　　法人会員154件　　合計額　11,221,700円　　平成29年3月31日現在

P5 ふくしの出前講座の中

ボ
ク
は

　
こ
こ
に
い
る
よ
！
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