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　ふれあい・いきいきサロンとは、地域の方々が
ふれあい、支え合うことが出来る場です。サロン
の活動が進むことによって参加者同士の仲間づく
りや閉じこもりの予防、見守りにつながります。
本会に登録されているサロンは 55 ヶ所。それぞ
れに特色のある、魅力ある活動を進めています。
　みなさんの地域にはサロンはありますか？
　社協がサロンを作るお手伝いをさせて頂きま
す。（関連ページＰ７）
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めだかサロン
　毎月１回、健康体操や介護予防教室、
創作活動などを取入れて、昼食をはさみ
和気あいあいとサロンを楽しんでいます。
６月のサロンでは、七夕飾りを作り、
玉里保健福祉センターに飾ってくれました。



2

子育て広場のごあんない（毎週土日に開催中です♪）

羽鳥祭りのお知らせ

　親子が安心して子育て中の仲間や
保育士、先輩ママたちと語り合い、
相談しあえる場所です。就学前の乳
幼児を子育て中の皆さま、美野里と
もいきプラザに遊びに来てみません
か？
　少人数なので初めての利用でも気
軽に参加いただけます。自分の好き
なおもちゃで遊んだり、絵本を読ん
だり、段ボール遊びや水遊びなど思
い切り楽しめます。 各種イベントにも参加してます (̂ ^）みんなで楽しく遊びましょ♪

　今年は７月 29 日 ( 土 )、30( 日 ) に羽鳥祭りが開催
されます。ともいきプラザも参加いたします。
　皆さま、ぜひ美野里ともいきプラザへお越しください。

☆羽鳥祭りでもワークショップを実施します。
　（予約なしで参加することができます。）
☆羽鳥祭りの際は、子育て広場はお休みです。

場　所　美野里ともいきプラザ２階（羽鳥駅西口）
　　　　※来所される際には入口のインターフォンでお知らせください。
日　時　毎週土曜、日曜　午前 9 時 30 分〜 11 時 30 分
参加費　親子で 200 円　（１名増えるごとに 100 円）
対　象　０歳から未就学児親子

手作り工房わくわくショップ　ワークショップ開催のご案内
✿ソーラーローズで作る『スターローズ』✿ ✿デニムをリメイク『小物入れ』✿

日　時　8 月 10 日（木）､ 16 日（水）、23 日（水）
　　　　午前 11 時〜午後 3 時（所要 20 分）
参加料　500 円
申込み　フロールパシト　☎ 090-5564-7877
　　　　前日までにご予約をお願いします

日　時　７月 25 日（火）､８月 15 日（火）、22 日（火）
　　　　午前 11 時〜午後 2 時 30 分（所要 20 分）
参加料　500 円
申込み　美野里ともいきプラザ　☎ 28-7721
　　　　前日までにご予約をお願いします

夏休み中のお子様にも
楽しんでいただけます
20 分ほどで仕上ります♥

デニムをリメイクした
小物が 20 分ほどで
かわいく仕上がります♪

美野里ともいきプラザ ☎ 28-7721お問い合わせ

平成28年度 収入支出決算
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　　　　平成29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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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

合計5件　133,548円
●3,000円
　笹目 秋子・笹目 且代・片岡 公子
●3,165円
　稲荷住宅
●100,000円
　（株）フラワージョイ
●26,406円
　スイートピー
●977円
　匿名

善意銀行報告

寄 付 金

●アルミ缶
　ぺんてる（株）茨城工場
　櫻井　郁生　　　　　　　　2回
　片岡　こと
　おみたまクッキング倶楽部
　リスクサポート　狩谷　等
　みつばちサロン
　はなまるサロン
　高梨　芳郎
　川崎　明
　後藤　敏彦
　住谷　やい
　佐藤　憲㐂　　　　　　　　2回
　上吉影お茶飲み会クラブ　　2回
　前原区　　　　　　　　　　4回
　佐川　文子　　　　　　　　2回
　坂上老人クラブ　　　　　　2回
　コナン精工（株）
　倉数川前区火の吠町内会　　2回
　（株）タスク
　川戸老人会　　　　　　　　2回
　小川ニュータウン区　　　　6回
　小美玉市小川公民館　　　　3回
　(有)大形屋商店
　橋向老人クラブ
　有野　博之
　（株）恵グループ
　押手　清美
　立村　純子
　長谷川　恵喜
　上合はつらつ会
　飯前老人クラブ
　（株）川井石油
　津田瓦店
　沼田　昭
　幡谷　洋子
　稲田　次男　　　　　　　　2回
　修善院
　塙　昭吉
　納場保育園　　　　　　　　2回
　羽鳥東平女性会
　松本　梨恵
　西郷地ミセス５　　　　　　2回
　菅谷　昭次
　（株）石崎製作所
　近田　すえ子
　駅前ゆーわ　　　　　　　　2回
　（株）柳川採種研究会
　匿名　　　　　　　　　　　2件
●切手（未使用、使用済み）
　ミニバンド日本の歌
　グループホーム　たまり
　玉里保育園・玉里第二保育園…★
　（株）グリーンセンター中村園芸
　佐藤　憲㐂
　押手　清美
　フォルム（株）
　堀米　せつ子
　久保田　光子
　坂田　道子
　田中　眞智子
　（株）内田化工　　　　　　　3回
　青木　ララ

寄 付 物 品

　柴田　千青
　（有）内田鉄工所
　三田　初枝
　中條　八重子
　（株）おがわ
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●古紙
　後藤　敏彦　　　　　　　　2回
　筆好同好会　　　　　　　　2回
　櫻井　郁生　　　　　　　　2回
　高梨　芳郎
　川崎　明
　恵泉キリスト教会小美玉チャペル
　佐川　文子　　　　　　　　2回
　コナン精工（株）
　近藤　隆
　（株）タスク
　小美玉市小川公民館　　　　2回
　上合はつらつ会
　橋向老人クラブ
　羽木上老人会
　小美玉市小川図書館
　川戸老人会
　修善院
　小美玉市生涯学習センターコスモス
　納場保育園　　　　　　　　2回
　ミーム保育園　　　　　　　2回
　JA新ひたち野美野里農機センター　2回
　JA新ひたち野池花支店　　　2回
　加藤　正
　（株）柳川採種研究会　　　　2回
　近田　すえ子
　村田　明美
　道口　昇平
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●ペットボトルキャップ
　飯野　のぶ江
　グループホームたまり
　ルンビニー学園幼稚園
　小美玉市母子寡婦福祉会
　とんぼ玉工房　G.A.D
　筆好同好会　　　　　　　　2回
　小川公民館
　ミニバンド日本の歌
　小美玉市立玉里小学校…★
　パールショップともえ　石岡店
　はらだ着物着付け教室
　玉里保育園・玉里第二保育園…★
　百里基地准曹会
　桜井　愛桜
　おみたまクッキング倶楽部
　リスクサポート　狩谷　等
　みつばちサロン
　はなまるサロン
　ぺんてる（株）茨城工場
　たまりメリーホーム
　狩谷　且枝
　谷島　光子
　櫻井　郁生
　後藤　敏彦
　（株）グリーンセンター中村園芸
　佐藤　憲㐂
　藤崎　貴子
　戸塚　栄
　上吉影老人クラブ
　ひばり保育園
　八文字　素直
　石井　清文　　　　　　　　3回
　川戸老人会
　荒井　マチ子
　二本松いきいきサロン さくらんぼ…★
　上合はつらつ会
　羽木上老人会
　中根老人会
　（株）川井石油
　川崎　たま子
　飯塚　絹子

　堀米　せつ子
　山川老人クラブ
　本田町老人クラブ
　ストケシア
　修善院
　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
　谷内　美代
　ミーム保育園　　　　　　　2回
　元家　伸佳
　長谷川　みち子
　久積　釜男
　四季の杜保育園
　東平女性会
　久保田　光子
　青山　天子　　　　　　　　5回
　江戸住宅いきいきクラブ「燦々」　2回
　（株）金陽社美野里工場
　田中　眞智子
　かすみ草
　熊谷　隆子
　松本　梨恵
　西郷地ミセス5
　涼花組
　北浦町内会
　菅谷　昭次
　（株）石崎製作所
　小倉　孝芳
　普入　一男
　阿部　正子
　希望ヶ丘サロン
　駅前ゆーわ
　東平老人会
　宮内　幸雄
　（有）美野里菜園
　萩沼　愛子
　柴田　千青
　納場保育園
　理容　かとうぎ
　（有）東光物流
　井坂　敦子
　関　信三郎
　（株）柳川採種研究会
　道口　昇平
　スロットマシンパラダイスＧＩＧＡ美野里店
　中條　八重子
　匿名　　　　　　　　　　　5件
●アルミプルトップ
　グループホームたまり
　ルンビニー学園幼稚園
　ぺんてる（株）茨城工場
　はらだ着物着付け教室
　上吉影老人クラブ
　谷内　美代
　久積　釜男
　青山　天子
　江戸住宅いきいきクラブ「燦々」
　田中　眞智子
　かすみ草
　普入　一男
　阿部　正子
　道口　昇平
　小美玉市母子寡婦福祉会
　スロットマシンパラダイスＧＩＧＡ美野里店
　中條　八重子
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●使用済みカード
　セブンイレブン石岡運動公園前店
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●葉書（未使用、書き損じ）
　小美玉市母子寡婦福祉会
●ベルマーク
　金澤　浩二
　三田　初枝
●衣類
　ほっとサロン
　片岡　こと

　石川　栄子
　押手　清美
　島田　政子
●牛乳パック
　高梨　芳郎
　四季の杜保育園
　普入　一男
●車いす
　瀧田　沙希
●菓子
　パールショップともえ 石岡店　2回
●車いす送迎車
　鈴木　貞夫
●にら、絹さや
　坂本　俊子
●不要入れ歯
　グループホーム　たまり
●掃除機
　片岡　こと
●寝具
　後藤　壮
●子ども用車いす
　井坂　純
●バッグ、小物
　田中　美喜子
●座布団
　幡谷　三千子
●手芸品
　前野　恵美子
●使用済みストッキング、プラレール
　柴田　千青
●食器
　（有）梅屋百貨店
●使用済みストッキング、防水シーツ、

消毒液、吸引器、布、割箸
　各匿名

玉里小学校様

二本松いきいきサロンさくらんぼ様

玉里保育園様・玉里第二保育園様

（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

小美玉市社会福祉協議会 検索扌 社協だより　第 57号
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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

福祉にっこりまつり 学生ボランティア募集

　本会では、高齢者を対象に、〝介護予防″、〝孤
独感の解消″を目的に「会食会」等を実施してい
ます。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
つちょっといいこと、始めませんか？

（本会の車両利用可）

飾りつけボランティア募集 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

夏休み！ボランティアしよう！

あなたができる時間でＯＫ
　ボランティアは誰かを助けるためにしますが、振り返ると自分に返ってくる効果
は数えきれません。ここにしかない体験があります。出会いがあります。
　きっかけが何であったとしても、始めてみればそれ以上の価値が見いだせるはず
です。
　学生時代にボランティアを経験することは、きっと皆さんを大きく成長させてく
れます。

※詳細については、お問い合わせください。

　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？
　毎月１回、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。
　お子様連れでのご参加大歓迎です‼

ボラ☆チャレ楽しくボランティアにチャレンジしよう！

開催日時　９月24 日（日）午前8 時集合・午後４時解散予定
　　　　　※雨天決行
場　　所　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　9 月8 日（金）
申 込 先　本所（玉里）　☎37-1551

あなたにあったボランティアを見つけましょう。
✔子どもと遊ぶボランティア
✔高齢者とふれあうボランティア
✔障がい者福祉施設でボランティア
✔特技を活かすボランティア（楽器、ダンス、傾聴等）
✔収集ボランティア（使用済み切手、ペットボトルキャップ等）
✔イベント会場の飾りつけボランティア

学生さん
おまちしています！！

小美玉市社会福祉協議会 検索扌社協だより　第 57号
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日　　時　　9 月 24 日（日）午前 10 時〜午後 3 時
場　　所　　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、申込み締切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、地域福祉のために活用させていただきます。
申込期間　　7 月 27 日（木）〜 8 月 31 日（木）

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 本所（玉里）　　☎37-1551

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 2 ヵ月程要します。
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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　　

小美玉市老人クラブ会員募集！！

　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）

　小美玉市が元気を持ち続けていくためには、高齢者の皆さんが元気に活躍していただ
くことが必要です！！
　老人クラブは、高齢者の皆さんが、街のため、地域のため、仲間のため、そして何よ
り自分自身のためにスポーツや文化活動などしていただくライフステージです。
・小川支部・美野里支部・玉里支部それぞれの地域によって活動をし、連合体としての
活動も行っています。
活動内容
・市内美化清掃　・スポーツ大会　（輪投げ、グラウンドゴルフ、吹き矢等）
・盆栽　・合唱　・研修会などなど
　※対象　小美玉市に在住される 60 歳以上の方
　　　　　（各単位クラブにおいて対象年齢が異なる場合がございます）
　入会申し込みは、各地域の老人クラブ、又は小美玉市老人クラブ連合会事務局まで

お問い合わせ
小川支所（小川・玉里）
美野里支所

☎58-5102
☎36-7330

お問い合わせ 小美玉市老人クラブ連合会事務局　本所（玉里） ☎37-1551

一毛　照男様 （野田本田）
大正14年11月7日生 91歳

新会員の紹介

木名瀬　キミエ様 （髙崎）
昭和2年7月10日生 90歳

鈴木　光子様 （上玉里）
昭和2年1月20日生 90歳

猪狩　はつこ様 （上玉里）
昭和2年1月25日生 90歳

開 催 日
サロン・ド・おがわたまり　8 月 7 日（月）、9 月 4 日（月）
サロン・ド・みのり　　　　8 月 21 日（月）、9 月 28 日（木）
開催時間　 午前 11 時〜午後１時　
参 加 費　 300 円

子どもたちとのふれあいを
毎回楽しみにしています

グラウンドゴルフ

合唱部

朝顔展示会「そらら」にて

みんなでオリジナルケーキを作りました。

「ふくしの出前講座」のご紹介

　「ふくしの出前講座」とは、豊かな知識・優れた技能もつ方に講師として登録していただいています。現
在登録されている 74 講座の中から皆さんが希望される内容を、日時や会場に合わせて、出前講座を提供し
ています。講師として登録されている皆さんと、講座を受ける皆さんが
お互いに顔を合わせ、“ふれあい　語りあい　学びあい　生きがいをもっ
て”活動を行っています。
　講座の内容詳細はお問合せください。

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

サロン・ド・みのり
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「ふれあい・いきいきサロン」をご存知ですか？

三箇まろやかサロン
今回ご紹介するサロンはこちら！

坂上サロン

茶話会たんぽぽ いきいき健康サロンさくら

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

　女性会の協力の下、シルバーリハビリ体操を行い
ながら体と心を健康にしています。
　毎回時間を忘れるくらい話に花が咲き、公民館の
中は笑顔でいっぱいです。
　これからも、元気で楽しく生きがいのある人生を
共に送っていけたらいいなぁと思っております。

日　時　毎月第 3 月曜日、午前 10 時〜午後 2 時
場　所　三箇公民館
参加費　300 円 / 回
連絡先　清司　綾子　☎ 48-2389

　今年４月に、区長や地域の皆さまの協力で小川
ニュータウン内に新しくできたサロンです。名前の由
来は「たんぽぽ」のように、仲間が増えることを願い
名付けました。月の誕生日の方には、絵葉書をプレ
ゼントし、みんなでお祝いをしたり、体操やおしゃべ
りをし出前講座を活用しながら楽しくやっています。

日　時　毎月第 1 土曜日、午前 10 時〜 11 時 30 分
場　所　小川ニュータウン公民館
参加費　200 円／回
連絡先　山本　信子　☎ 58-5945

　坂上公民館にて月 1 回、体操、ゲーム等、コミュ
ニケーションの場をつくりました。
　皆さんと、気軽におしゃべりしながら、意見をと
り入れて、楽しいサロンにしていきたいです。
　是非、皆さん気軽にちょこっとのぞいてみてくだ
さい。お待ちしています。

日　時　毎月第 3 月曜日、午前 10 時〜 12 時
場　所　坂上公民館
参加費　茶話会 100 円、食事あり 300 円
連絡先　加瀬　美代子　☎ 58-1189

　健康体操教室からはじまったサロンです。毎週月
曜日、シルバーリハビリ体操、健康体操、おしゃべ
り等で楽しく過ごしています。
　年間には観桜会、研修会、お出かけ、食事会等の
行事で親睦を深めています。
　皆さまの参加をお待ちしています。

日　時　毎週月曜日、午前 10 時〜 11 時 30 分
場　所　小川保健相談センター
参加費　実費分、都度集金
連絡先　高須　多喜子　☎ 58-2757
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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。

このたびの災害で被害にあわれた方々にお見舞い申し上げます。

被害の状況や災害ボランティア、義援金等の受け入れ状況については、

下のサイトでご確認ください。

http://www.ibaraki-welfare.or.jp/　　http://www.akaihane-ibaraki.jp/

☆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?

8 月

開催日 10 日（木） 17 日（木） 24 日（木）

電話予約 7/31（月）午前9時～ 8/7（月）午前9時～ 8/14（月）午前9時～

地　区 玉里 小川 美野里

9 月

開催日 7 日（木） 14 日（木） 27 日（水）

電話予約 8/28（月）午前9時～ 9/4（月）午前9時～ 9/19（火）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

8月
2 日 9 日☆ 23 日☆

小川支所 美野里支所 玉里（本所）

9月
6 日 13 日☆ 27 日☆

美野里支所 玉里（本所） 小川支所

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。

平成29年九州北部を中心とした豪雨災害について

P4上段イラストの間

ボ
ク
は

　
こ
こ
に
い
る
よ
！

茨城県共同募金会
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