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社協だよりの
中にボクが
いるよ！
どこかな？
探してみてね！！
　 （答えはP8）
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　晴天の中、第１１回小美玉市福祉にっこりまつり
が開催されました。今年は、～地域・ふれあい・ささ
えあい～ をサブテーマに“地域福祉をより深く知っ
ていただこう”との思いで、本会の「ふくしの出前講
座」に登録のある団体や市内の福祉施設等の皆さ
まがステージでPRを行う時間を設けたり、ボラン
ティアの体験などを行っていただきました。
　より多くの市民の皆さまに地域福祉について知っ
ていただけたと思います。　　（詳細は２ページ）

秋の思い出 …………………………………………… 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

美野里ともいきプラザ営業中！ …………………… P5

この指と～まれ（福祉のお知らせ）………… P5 ～ P8

～助け合い　人と人との　笑顔の輪～

小美玉市社会福祉協議会 検索扌 社協だより　第 59号小美玉市社会福祉協議会 検索扌



2

共同募金多額寄付者に対する
厚生労働大臣感謝状の贈呈

　福祉にっこりまつりにて、共同募金多額寄付者の方々の顕彰を行いまし
た。中でも多額の寄付をされた吉岡伸夫様（羽鳥駅前区）には、厚生労働大
臣からの感謝状が贈呈されました。
　皆さまからお預かりした募金は、誰もが安心して暮らせる小美玉市になる
ような取り組みに大切に活用させていただきます。ありがとうございました。

厚生労働大臣感謝状を贈呈された
吉岡様ご夫妻

小美玉市社会福祉協議会 検索扌社協だより　第 59号

第11回 福祉にっこりまつり
福祉にっこりまつりが開催されました。

　「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。
　お子さまからお年寄りまで、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
を目指して開催されています。

体験コーナー南側駐車場の展示 集会室

イベント広場 駐車場

スタッフもにっこり

功績のあった方への表彰

お楽しみ抽選会青空ステージしみじみの家

駐車場でもボランティアが活躍

卓球バレー車いす体験ノンステップバス

バルーンアートマジックまじ楽しい♪認知症カフェ出張中

フリーマーケットは大盛況 フィナーレは抽選会ステージ発表

オープニング・顕彰式

イベント広場もにぎわいました

ふくしの広場 ホワイエ サークル室



　　　　平成29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。

3

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の募集をいたし
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、缶ごとご寄付ください。
●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。

合計3件　40,700 円
●30,000 円
　納場保育園保護者会
●10,700円
　匿名　　　　　　　　　　　2件

善意銀行報告

寄 付 金

●アルミ缶
　住谷　やい
　おみたまクッキング倶楽部
　みつばちサロン
　リスクサポート　狩谷　等
　福田　八千代
　飯島　利武
　櫻井　郁生
　加藤　佳子
　前原区　　　　　　　　　　4回
　小川ニュータウン区　　　　8回
　佐川　文子　　　　　　　　2回
　（株）タスク
　（株）恵グループ　　　　　　2回
　羽木上老人会　　　　　　　2回
　小川印刷所
　飯前老人クラブ
　橋本旅館
　吉田　央
　宮窪　弘毅
　上吉影お茶飲み会　　　　　2回
　津田瓦店
　（有）大形屋商店　　　　　　2回
　小美玉市小川公民館　　　　2回
　有野　博之
　陽だまりサロンいいさき
　修善院
　田口　君子
　上合はつらつ会
　村山　健夫
　佐藤　憲㐂
　倉数川前区火の吠町内会
　橋向老人クラブ
　赤津書店
　長谷川　恵喜
　塙　昭吉
　東平老人会
　（株）柳川採種研究会　　　　2回
　東平女性会
　清水　保
　旅館　かと家
　菅谷　昭次　　　　　　　　2回
　近田　すえ子
　（株）石崎製作所
　駅前ゆーわ
　阿部　正子
　西郷地ミセス5
　小美玉市老人クラブ連合会
　　美野里支部女性委員会
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●切手（未使用、使用済み）
　加藤　佳子
　フォルム（株）
　堀米　せつ子
　佐藤　憲㐂
　（株）内田化工　　　　　　　2回
　仲田　登美子
　日産電業(株)
　特別養護老人ホームあいおんの里羽鳥
　匿名　　　　　　　　　　　3件
●古紙
　川崎　明　　　　　　　　　2回
　櫻井　郁生　　　　　　　　2回

寄 付 物 品

　筆好同好会　　　　　　　　2回
　後藤　敏彦
　みどり薬局小川店
　近藤　隆　　　　　　　　　2回
　佐川　文子　　　　　　　　2回
　羽木上老人会　　　　　　　2回
　小林鮮魚店
　橋向老人クラブ　　　　　　2回
　吉田　央
　押手　清美
　明光義塾小川教室　　　　　2回
　中根老人会
　小美玉市小川公民館　　　　3回
　恵泉キリスト教会小美玉チャペル　2回
　小美玉市小川図書館　　　　2回
　修善院　　　　　　　　　　2回
　上合はつらつ会
　赤津書店
　玉里歯科医院
　JA新ひたち野　池花支店　　2回
　JA新ひたち野
　　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　　　　3回
　旅館　かと家
　近田　すえ子　　　　　　　2回
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●ペットボトルキャップ
　山口　美江
　小美玉市小川公民館　　　　2回
　おみたまクッキング倶楽部
　みつばちサロン
　リスクサポート　狩谷　等
　福田　八千代
　ハートフルハンド玉里
　ルンビニー学園幼稚園…★
　川崎　明　　　　　　　　　2回
　櫻井　郁生　　　　　　　　2回
　筆好同好会　　　　　　　　2回
　たまりメリーホーム
　小美玉市立玉里幼稚園…★
　古澤　康弘
　桜井　愛桜
　大槻　美紀
　山野　竹子
　小美玉市母子寡婦福祉会
　笹目　英昭
　下吉影古新田区
　加藤　佳子
　（株）恵グループ　　　　　　2回
　羽木上老人会　　　　　　　2回
　押手　清美
　戸塚　栄
　村山　フヂ
　世楽パトロール隊
　上吉影老人クラブ
　井坂　勇
　藤本　光久
　修善院　　　　　　　　　　2回
　田口　君子
　上合はつらつ会
　堀米　せつ子
　川崎　たま子
　恵泉キリスト教会小美玉チャペル
　石井　清文
　阿部　光雄
　東平老人会
　希望ヶ丘サロン
　前野　眞悟
　（有）美野里菜園

　青山　天子　　　　　　　　2回
　山﨑　秀子
　納場保育園　　　　　　　　2回
　ミーム保育園　　　　　　　2回
　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
　渡辺　節子
　野澤　奈央
　（株）柳川採種研究会　　　　2回
　常陽銀行　美野里支店
　東平女性会
　かすみ草　　　　　　　　　2回
　菅谷　昭次　　　　　　　　2回
　小倉　孝芳
　近田　すえ子
　萩沼　愛子
　小美玉市美野里公民館
　茨城美野里環境組合
　（株）石崎製作所
　駅前ゆーわ
　江戸住宅いきいきクラブ「燦々」
　阿部　正子
　小美玉市立美野里中学校
　　ライフスキル委員会…★
　旭百寿会
　西郷地ミセス5
　立木けんた・ゆうた
　宮内　幸雄
　高場区子供会
　四季の杜保育園
　特別養護老人ホームあいおんの里羽鳥
　小美玉市老人クラブ連合会
　　美野里支部女性委員会
　谷内　美代
　小美玉市立堅倉小学校…★
　十二所体操クラブ
　匿名　　　　　　　　　　　6件
●アルミプルトップ
　福田　八千代
　荻沼　光
　小美玉市立玉里幼稚園…★
　千葉　歩美
　小川　藍花
　上吉影老人クラブ
　長谷川　和子
　上合はつらつ会
　堀米　せつ子
　阿部　光雄
　山﨑　秀子
　高場区子供会
　旭百寿会
　かすみ草
　特別養護老人ホームあいおんの里羽鳥
　谷内　美代
　匿名　　　　　　　　　　　2件
●使用済みカード、はがき
　セブンイレブン石岡運動公園前店
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●ベルマーク
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●衣類
　小美玉市老人クラブ連合会
　　美野里支部女性委員会
　柳田　一夫
　匿名　　　　　　　　　　　1件
●牛乳パック
　阿部　正子
　四季の杜保育園
●不要入れ歯
　福田　八千代

●とうがん
　久保田　四郎
●菓子
　パールショップともえ　石岡店
●マッサージ機
　鈴木　貞夫
●レタス
　押手　久美
●介護用ベッド
　矢城　三郎
●ベッドマット
　小川南病院
●臼
　お好み焼き　ひろちゃん
●米、ゆず
　近藤　貞夫
●使用済みストッキング
　戸塚　栄
●米
　藤本　光久
　村山　健夫
●ストッキング
　川崎　たま子
●米、食料品
　石岡青年会議所
●手づくりコマ
　十二所体操クラブ
●赤ちゃん用布団、未使用はがき、
　ドライヤー、血圧計、テレビ
　各匿名

（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

小美玉市立堅倉小学校様

小美玉市立美野里中学校ライフスキル委員会様

ルンビニー学園幼稚園様

小美玉市立玉里幼稚園様

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

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一緒に絵本の読み聞かせをしませんか？

子どもヘルパー、絵手紙に優しさをのせて届けています

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。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？

　飾り付けボランティア『デコっぺ』の皆さんが、
四季健康館のお風呂の入り口付近に装飾をしてくだ
さいました。
　今後は、四季折々の素敵な壁面を飾ってくれる予
定です。興味のある方はお気軽にお電話ください。

　子どもヘルパーに任命されている小学生達が、地域の高
齢者のために話し相手やお手伝い、お便り活動などを頑張っ
てくれています。
　秋からは、お友達になった高齢者に毎月心をこめて絵手
紙を届けてくれています。受けとった高齢者の方からは、
たくさんの「ありがとう」の声が寄せられています。

Xmasボランティア募集（ボラ☆チャレ）

子どもが好き
福祉に興味がある

何かにチャレンジしたい
友達をつくりたい

新しい自分を発見したい
そんなあなたを待ってま～す♪

　中学生の皆さん、サンタになって児童施設を訪問し、
子どもたちを喜ばせるボランティアをしてみませんか？

日　　時　冬休み期間中　全 2 回
　　　　　12 月 23 日（土）午前 9 時～午前 11 時 45 分
　　　　　12 月 25 日（月）午前 10 時～午後 3 時 30 分
対　　象　市内中学生 定員20名 ※２日間参加できる方
場　　所　玉里保健福祉センター、市内保育園
参 加 費　無料
持 ち 物　筆記用具、水筒
お問い合わせ　社会福祉協議会　本所
　　　　　☎37-1551

　「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
場　所：生涯学習センターコスモス和室

現在
会員８名です

小美玉市社会福祉協議会 検索扌社協だより　第 59号
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　10 月１日～ 29 日にかけて、民生委員児童委員、ボランティア連
絡協議会、女性会、県立中央高校の生徒の皆さまの協力をいただき、
街頭募金活動を行いました。
　市内のスーパー、JR 羽鳥駅、スカイスリーフェスタ、スポレクデー
や産業まつりの会場では、募金の呼びかけを行い、多くの方々にご協
力いただきました。期間中に集まった募金額は、137,686 円でした。
ご協力ありがとうございました。

街頭募金活動を実施しました

ボランティア団体サンヘルともいきのご紹介

手作り工房わくわくショップ  ミニワークショップのご案内

子育て広場からのご案内  今年もクリスマス会があるよ★

　サンヘルともいき（代表　吉田健二）は 50 才代から 80 才代の、介護講習を修了したメ
ンバーで活動しています。美野里ともいきプラザで実施しています介護予防教室や子育て広
場のスタッフ、また四季健康館で実施している会食などを活動の中心としています。他にも、
年に数回外出や研修なども計画して楽しみながらボランティア活動をしています。サンヘル
ともいきでは新規会員を募集しています。介護の経験がある方やボランティア活動に興味の
ある方がいらしたらご相談ください。

日　　時　12月16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（先着30組）
参 加 費　親子で 300 円
　　　　　（１人追加ごとに100円追加）
受付期間　12月1日（金）～12月8日（金）まで

✿プリザーブドフラワー ✿手作り小物 ✿アーティフィッシャルフラワー

日　時　12月20日（水）
　　　　午前11時～午後３時
参加料　2,500円
申込み　フロールパシト
　　　　☎090-5564-7877
プリザーブドフラワー
のバラ、水引など数種
類から選んでアレンジ
していただきます。

ボンドで貼るだけで、
可愛いツリーができま
す。 お 子 さ ま と い っ
しょにいかがですか？

好きな花材を選んで、
自分だけのオリジナル
ハーバリウムを作って
みませんか！！

日　時　12月6日（水）、14日（木）
　　　　午前11時～午後３時
参加料　500円
申込み　美野里ともいきプラザ
　　　　☎28-7721

日　時　12月12日（火）、19日（火）
　　　　午前11時～午後３時
参加料　1,200円
申込み　美野里ともいきプラザ
　　　　☎28-7721

美野里ともいきプラザ ☎ 28-7721お問い合わせ

美野里ともいきプラザ ☎ 28-7721お問い合わせ

しめ縄アレンジ 松ぼっくりクリスマスツリー ハーバリウム

美野里支所 ☎ 36-7330申し込み

参加　
まってるよ！

アンサンブルコンサートや
リースづくりなどを予定して
います。クリスマスプレゼントも
用意しています。お楽しみに！！
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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　　

　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

開 催 日
サロン・ド・おがわたまり　
　12 月 4 日（月）、1 月 5 日（金）
サロン・ド・みのり　　　　
　12 月 18 日（月）、1 月 22 日（月）
開催時間　 午前 11 時～午後１時　
参 加 費　 300 円

「サロン・ド・おがわたまり」も90歳を迎えました。
　平成 22 年 3 月産声を上げたサロン・ド・おがわたまりは、
10 月で第 90 回を迎えました。皆さまと共に過ごしてきた日々
はかけがえのない思い出になっています。この日もスカットボー
ルや歌、笑い声が絶えず幸せな一時を過ごしました。「楽しかっ
たよ～来月も来るからね」と言っていただきスタッフ一同嬉し
さと感謝でいっぱいです。これからも、介護予防を目指した楽
しい催しで、皆さまをお待ちしております。

クリスマス会のご案内 ※歳末たすけあい事業

新会員の紹介

篠原　巖様（寺崎）
昭和２年10月25日生 90歳

申込先：小美玉市社会福祉協議会本所 電話37-1551

参加希望の方は

12月5日までにご連絡ください。

詳細は、お問い合わせください。

午前11時～午後2時頃

場　所：四季健康館
対象者：小美玉市在住の心身障がい児
　　　　（18 歳以下）及び家族
内　容：たのしいおはなしかい『夢ぽけっと』

♪交流会＆お楽しみランチ♪
茨城大学『子どもふれあい隊』のみなさんによるレクリエーション

☆★サンタさんからのプレゼント☆★

参加費：無料
（対象者１名に対して家族１名まで）
※該当者以外の方は１人1,300円

小美玉市社会福祉協議会 検索扌社協だより　第 59号
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「ふれあい・いきいきサロン」をご存知ですか？

羽木上おもいでつくりサロン
今回ご紹介するサロンはこちら！

多胎児サロンびーんず room

ふれあい古新田サロン 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、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

　サロンを立ち上げて６年になりました。
　月１回の活動をしています。
　主たる内容は年４回のお出掛け、健康講話、血圧
測定、簡単な体力測定、骨密度測定、出前講座、ニュー
スポーツ、シルバーリハビリ体操を行う等、健康寿
命や認知症予防を心かけるようにしています。
　今年は初めて食改の会員の協力でおいしいカボ
チャのスープの試飲もさせていただきました。
　楽しく笑顔のあるサロンです。
　会員数 22 名。

日　時　月１回　　　場　所　羽木上集落センター
参加費　1,500 円／年
連絡先　戸塚　晃一
　　　　☎ 58-0055

　平成22年からスタートして８年目に入りました。健康
で楽しく笑って過ごす事を目的としております。毎年の
ように会員の数が減少しておりましたが、嬉しい事に、今
年は、４名の新会員を迎える事ができました。お茶会、食
事会、体操（指の運動も含む）、スコップ三味線、右脳ド
リル、フラワーアレンジメント４世代交流会等の活動で、
楽しい活動をしております。現在会員数28名です。

日　時　奇数月　第４日曜日
場　所　下吉影古新田公民館
参加費　1,000 円／年
連絡先　石田　道男　☎ 52-1016

　「私の子育て、これでいいの？」･･･ 不安のない親な
んていません。子育てサロンで、ほっとしませんか？
　びーんずは、双子ちゃん、三つ子ちゃん親子のた
めの憩いの場です。ママ同士のおしゃべりは、ママの
リフレッシュだけでなく、子育てをより楽しくするは
ずです！これから出産予定のプレママさんも大歓迎で
す。興味のある方は、お気軽にお電話ください。

日　時　毎月第１・第３火曜日（原則）
　　　　※土曜日に変更する月もあります。
場　所　玉里保健福祉センター
参加費　1,200 円／年（実費負担あり）
連絡先　遠藤　康子　☎ 090-7804-4586

　「ほっとサロン」は、月に１回、介護経験者が集
まる茶話会です。
　「ここに来ると“ほっ”とする！　楽しい！」と
なるように、この名前にしました。興味のある方は、
お気軽にご連絡ください。

日　　　時 内容・参加費 場　　所

12月13日（水）
午前10時～

午後2時

カラオケで
クリスマス会

参加費：2,500円

カラオケ店
（石岡市内）
※お食事付

1月18日（木）
午前10時～

午後2時

温泉で新年会
参加費：1,000円

小美玉温泉
ことぶき

※お食事付

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

１２月9日（土）絵本と音楽の
クリスマス会が玉里保健福祉
センターであるよ♪
詳細はP.6

クリスマス会お知らせ

小美玉市社会福祉協議会 検索扌 社協だより　第 59号
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平成29年度社協会員会費報告
　社協だより 58 号において、中間報告を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。
          　　 （順不同、敬称略）

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?

12月

開催日 1日（金） 6 日（水） 8 日（金）

電話予約 11/20（月）午前9時～ 11/27（月）午前9時～ 11/27（月）午前9時～

地　区 玉里 小川 美野里

1月

開催日 11日（木） 18 日（木） 25 日（木）

電話予約 1/4（木）午前9時～ 1/9（火）午前9時～ 1/15（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

12月
6 日 13 日☆ 20 日☆ 27 日☆

美野里支所 本所（玉里） 美野里支所 小川支所

1月
4 日（木） 10 日☆ 24 日☆

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。

P7 下段イラストの中
ボ
ク
は

　
こ
こ
に
い
る
よ
！

＜世帯会員＞
雷神前住宅 17,000円
山川区    1,000円（合計103,000円）
大宮区  31,000円（合計130,000円）
下田（二）区 19,000円
稲荷坪区 40,000円
仲丸区  40,000円
行政区外   2,000円

総計　世帯会員9,767件　個人会員2件　法人会員151件　合計額　10,859,100円   
   平成29年11月10日現在

＜法人団体会員＞
茨城マイカー販売㈱  ㈲玉里クリーン
㈲長谷川ホーム   玉里観光バス㈱
司法書士 山本善也事務所 円妙寺
極楽寺    大津内科クリニック
司法書士 藤井洋一事務所

【お詫びと訂正】
　社協だより第 58 号（２ページ）において、法人団体会員様の社名に誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますと共に、以下のように訂正いたします。（敬称略）
　誤　東洋プラント（株）　→　正　東洋プラント工業（株）
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