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赤い羽根
共同募金

 運動開始!!

5つのまちがい
を探そう？!（

答えは8P）
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赤い羽根共同募金運動開始「自分の街を良くするしくみ」

5つのまちがいを探そう？！

赤い羽根共同募金にご協力をお願いします
～皆様から寄せられた募金はこのような事に役立っています～

歳末たすけあい募金からのお知らせ
～みんなでささえあうあったかい地域づくり～

活用しよう。生活を支え、財産を守るための成年後見制度

あなたのお気に入りはどれ？
選んでください ふくしの標語（阿蘇地域）

歳末たすけあい配分申請書兼調査申請書

第37回 学童保育所ドッチボール大会結果報告
「市民健康講座」  「ふれあいフェスタ2012」

お知らせコーナー（相談所日程・寄付金一覧等）
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　一本の赤い羽根に、一人ひとりの温かい
思いやりがたくさん込められている「赤い羽根
共同募金運動」が10月1日～12月31日までの
期間全国一斉に実施されます。
　10月1日、15：00～18：00までの間「赤い
羽根共同募金運動」のPRイベントとして、各種
団体様やボランティアの皆様のご協力を
いただき京成3駅（八千代台駅・大和田駅・
勝田台駅）及び東葉高速鉄道4駅（東葉勝田台駅・
村上駅・八千代中央駅・八千代緑が丘駅）にて
街頭募金活動を実施します。
　みんなが幸せに、そして安心して暮らすことの
出来る八千代市になるよう皆様の温かいご協力
をお願いいたします。
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共同募金会八千代市支会長 　豊田 俊郎
八千代市社会福祉協議会長 　櫻井 　豊

　昭和22年より始まりました共同募金も、皆様の温かいお気持ちに支えられ

今年で66回目を迎えます。

　この期間中、皆様からお寄せいただいた寄付金は社会福祉事業の発展に

大きく寄与させていただいております。

　あらためて、市民の皆様の温かいお気持ち・多大なるご協力に心より深く

感謝申し上げます。

　共同募金会八千代市支会では、少子高齢化社会を迎えるなか、だれもが

幸せに安心して暮らせる街づくり・福祉サービスの提供をめざして活動を

すすめていきます。

　今年も、1本の赤い羽根に皆様の温かいお気持ちのご協力をいただきます

ようお願い申し上げます。

赤い羽根共同募金に
ご協力を

戸別募金・法人募金
学校募金・その他の募金

募金

共同募金会 八千代市支会　八千代市大和田新田312-5 福祉センター内　1047-483-3021まで

共同募金会八千代市支会では、店頭・窓口へ「募金箱」の設置にご協力いただける会社・商店を
募集しています。ご協力いただける会社・商店様につきましては下記までお問い合わせください。

社会福祉法人
千葉県共同募金会

福祉施設
社会福祉協議会・福祉団体等

食事サービス事業 他
（詳細は3Pをご覧ください）

支援 共同募金会
八千代市支会助成

災害ボランティア

街頭募金

集計

募金箱の設置にご協力いただける会社・商店を募集しています

●赤い羽根データベース 『はねっと』 をご覧ください

10月1日 12月31日



3

● 長寿会連合会　　　　　　　　　● 手をつなぐ親の会

● おもちゃの図書館「あひる」　　　● 子ども会1 各種団体
への助成

皆様から寄せられた募金は
このようなことに
使われています。

例えば・・・・・・ ●世代間交流　　●バスハイク　　●夏祭り・秋祭り  等
その他、楽しいイベントを開催していますので詳細についてはお問い合わせください。

市内に20か所設置されている支会活動の一つとして、
地域に合ったイベント・交流会等を開催し、子どもから
お年寄りまでが暮らしやすい街づくりを目指しています。

●支会における「世代間交流事業」

イベントイベントイベント各種

ボランティア
活動育成4

各種
相談事業3

●心配ごと相談 （毎週火・木曜日/13：00～16：00）

　※年末年始・祝日等で相談所がお休みの場合もございますので

　　詳細についてはお問い合わせください。

　現在、八千代市では個人ボランティアとして595名、ボランティア
グループとして55団体（1,132名）の登録があります。
　養成講座・専門講座等の開催や様々なボランティア活動に対する
交流・促進・派遣等に役立てられています。
　その他、色々なボランティア活動があります。興味のある方は、
福祉センター1階 ボランティアセンターまでお問い合わせください。

ありがとう!

福祉育成・
援助活動2

●小型バス「善意号」の運行

　様々な活動の送迎に役立てられています。
　（ご利用に関する詳細についてはお問い合わせください）

●「みんなの福祉センターまつり＋1」（開催日については8Pを参照ください）
プラスワン
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【申請書の配布・問合せ先】
〒276-0046　八千代市大和田新田312-5　福祉センター1Ｆ
八千代市社会福祉協議会　地域振興課（1：047-483-3021/5：047-483-3083）

　右記申請用紙に必要事項明記の上、添付書類を添えてお近くの地区担当民生・児童委員もしくは
八千代市社会福祉協議会・地域振興課までご提出ください。

締め切り：平成24年11月17日(土)まで（厳守）
（ご注意）締切り日以降に提出された申請書は無効となります。予めご了承ください。

※お見舞金・品の配布は、12月より順次行いますが、お住まいの地域によってはお届け日時が異なります。
　また、申請結果については窓口での受け取り希望の方以外は通知しません。

※ご不在の場合は、不在票にてご連絡くださるようお願いしておりますが、
　その日より10日過ぎてもご連絡をいただけない場合は、申請を取り消し
　させていただきますのでご了承ください。

みんなでささえあうあったかい地域づくり

歳末たすけあい募金からのお知らせ

■個人・世帯へのお見舞金

※一世帯あたり 8,000円が上限です。（例）『各障害者の対象区分』＋『準要または要保護世帯』

※生活保護受給中の世帯については、お見舞金のみ申請できません。お見舞品は申請可能。

※要保護世帯（生活保護世帯は適用除外）と準要保護世帯の同時申請は受付できません。

※精査したうえで該当の有無を決定しますので、対象とならない場合もございます。

対　象

身体障害者(児)

知的障害者(児)

精神障害者(児)

交通遺児

要保護世帯

準要保護世帯

身体障害者手帳(1・2級)所持者

精神障害者保健福祉手帳(1・2級)所持者

交通事故によって親を失った児童(18歳以下)

日常生活で経済的に困窮と認められる世帯

申請書については学校を通じて配布します

手帳の写し

手帳の写し

手帳の写し

5,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

5,000円

内　　　　　容 金　額 添付書類
（コピー可）

療育手帳 (� ・� -1・� -2・A-1・A-2) 所持者A AA

■個人へのお見舞い品

対　象　者

一人暮らし高齢者

歩行困難の高齢者

寝たきり高齢者

市内在住の65歳以上で一人暮らしの方

市内在住の杖がなければ歩行困難な65歳以上の方

疾病や障害のため常時寝たきりの65歳以上の方

防災グッズ

杖

紙おむつ

内　　　　　容 見舞品 添付書類
（コピー可）

※一人暮らし並びに歩行困難の高齢者について、以前に受け取っている方は対象となりません。

※寝たきり高齢者への紙おむつの配布について、申請後に別途訪問調査が必要となります。

　ただし、当協議会が実施している紙おむつ支給の対象者世帯は右記申請書の提出は不要です。

　八千代市社会福祉協議会では、八千代市の実情をふまえ、日常生活で経済的に困窮してい

る方々へ『歳末助け合い募金』にお寄せいただいた浄財よりお見舞金（お見舞品）をお渡しし

ます。対象者等の詳細については、下記内容をご確認ください（市内在住の方）。

記
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個人情報の取り扱いについて
　今後、八千代市社会福祉協議会が実施する福祉事業の活用に同意されるかお尋ねします。
以下のどちらかに○をつけてください。

『福祉の情報や地域交流会等への参加・呼び掛け、友愛訪問及び見守り活動、防犯・防災活動に伴う名簿の
作成並びに関係機関への情報の提供等に活用させていただきます』

私は上記内容に　同　意　　（　します　・　しません　）

（様式1）

（あて先） 八千代市社会福祉協議会会長

歳末たすけあい配分申請書兼調査申請書

平成　　  年　　  月　　  日

キ 

リ 

ト 

リ

住 所

ふ り が な

氏 名

生 年 月 日

電 話

八千代市

T ・ S ・ H　　　年　　　月　　　日生（　　 　歳）

○申　請　者

（※日中、連絡可能な番号をご記入ください）

（親戚・民生委員等）

住 所

氏 名

本人との続柄

電 話

○代　理　人

○申 請 区 分　（注意）生活保護受給中の世帯は申請できません。

該当する□に　を入れ、該当事項に○をつけてください。 

※1□ 身体障害者（児）：身体障害者手帳　　　　　　　　　　　　　　 1　・　2級

※1□ 知的障害者（児）：療育手帳　　　 　　・　 　-1　・　 　-2　・　A-1　・　A-2

※1□ 精神障害者（児）：精神障害者保健福祉手帳　　　　　　　　　　 1　・　2級

　□ 交通遺児　　　　　　　　□ 要保護世帯（生活保護世帯は適用除外）

　□ 寝たきり高齢者　　　　　□ 一人暮らし高齢者　　　　　□ 歩行困難高齢者

A A A

○受け取り方法 該当する□に　を入れてください。

□ 窓口（福祉センター1階）　　　　□ 担当民生委員　　　　□ 社会福祉協議会職員

○備考 申請様式等にご意見・ご要望をお寄せください。

※1 障害者手帳の写しを必ず添付してください。

◆補足 『寝たきり高齢者』で申請された方は、別途、訪問調査が必要です。
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3位／上高野学童保育所　4位／大和田第3学童保育所
準優勝／村上第2学童保育所
優 勝 ／ゆりのき台学童保育所 

チーム
A

3位／上高野学童保育所　4位／大和田第3学童保育所
準優勝／村上第2学童保育所
優 勝 ／ゆりのき台学童保育所 

チーム
A

チーム
B 優 勝

3位／村上第2学童保育所
準優勝／大和田第3学童保育所

／勝田台南・上高野・大和田第3学童保育所

チーム
B 優 勝

3位／村上第2学童保育所
準優勝／大和田第3学童保育所

／勝田台南・上高野・大和田第3学童保育所

第37回 学童保育所合同
ドッチボール大会 結果報告

　8月29日（水）八千代市市民体育館で毎年恒例
行事となっている「学童保育所合同ドッチボール
大会」が開催されました。当日は市内19か所の
学童保育所へ通う673名の児童が一堂に集まり、
日ごろの練習の成果を発揮する場となりました。
　一球入魂・白熱した試合が繰り広げられ、プレー
をしている児童達はもちろん、応援に駆け付けた
家族の方々の大声援で体育館はとても熱い空間に
なっていました。勝って喜ぶチーム・惜しくも負けて
しまったチーム、数々のドラマが今回もありました。
力を合わせて一つの事に打ち込む姿がとても眩しく、
閉会式後は「来年に向けて帰って皆で練習だね」
と明るい声が体育館内に響いていました。
　心地よい疲れと共に夏休みの楽しい思い出の
1ページに刻まれた事と思います。来年は、どこが
優勝するか今から楽しみですね（＾＾）

皆で心
を一つにして
頑張りました！！

【日　時】

【内　容】

【講　師】

【場　所】
【共　催】

【問合せ】

10月24日（水） 13：30～
「前立腺がんの予防と対策」
東京女子医科大学
八千代医療センター 泌尿器科
鬼塚 史朗　准教授
ユアエルム八千代台店 4階 エルムサロン
八千代台南地区支会・八千代台西北支会・
八千代台北東支会・八千代台東支会
八千代市社会福祉協議会
地域振興課 1047-483-3021

市民健康講座 開催無料
健康は自分のため、自分の宝です。

日頃の健康管理で関心のあるテーマ
に基づき、八千代医療センターを
支援する市民の会と共に、「市民健康
講座」を開催いたします。

・八千代市医療センターを支援する市民の会
・支会長連合会
・八千代市社会福祉協議会

主催
皆
様
の

ご
聴
講
を

お
待
ち
し
て

い
ま
す
！

みなさまのご参加、お待ちしています！みなさまのご参加、お待ちしています！みなさまのご参加、お待ちしています！

【日　時】
【場　所】

【内　容】

【出演校】

【問合せ】

10月27日（土） 10：00～15：00八千代台小学校　校庭
（雨天の場合は体育館）
10：00～フリーマーケット
13：30～野外コンサート
・八千代台小学校
・八千代台西小学校
・八千代台西中学校
八千代市社会福祉協議会
地域振興課 1047-483-3021

八千代台西北支会 世代間交流事業

ふれあいフェスタ
2012

フリマで欲しかった物が見つかるかも（＾＾）ステキなコンサートも聴きに来てね♪



最愛の人を家族葬で送る最愛の人を家族葬で送る

●病院からの搬送（市内）

●御霊棺　●納骨具

●御遺影　●ドライアイス

●役所手続

●通夜・告別式立会い

●霊柩車 15万円

お気軽に御相談下さい。
女性スタッフが真心こめて安心価格で承ります。
お気軽に御相談下さい。
女性スタッフが真心こめて安心価格で承ります。

市斎場（公営式場）を利用しませんか

想送舎想送舎想送舎 TEL.047-487-8154
八千代市八千代台北5-4-15 保存版

自宅葬・火葬だけでのお別れ

立派な市斎場は低料金で利用出来ます
◇生花・お料理・返礼品等の手配 ◇お寺様のご紹介
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【期　間】10月2日（火）～21日（日）　　【会　場】ふれあいプラザ
【内　容】千葉県の指定により、阿蘇地区の小中高等学校・地域が福祉教育の推進に努めています。
 その啓発活動の一環として、夏の間に該当地域にて『ふくしの標語』を募集しました。たくさんの応募
 の中から、各校6名を選出していただき、ふれあいプラザにて展示いたします。また、多くの方にご覧い
 ただくとともに、一般選考を行い、優秀賞を選びたいと思います。お立ちよりの際は、ぜひご覧いただき、 
 ご投票ください！！ ※選ばれた標語は阿蘇地域内で立て看板として掲示を予定しております。
【参加校・参加者】
 阿蘇小学校・米本小学校・米本南小学校・阿蘇中学校・県立八千代東高等学校・阿蘇北部支会・米本支会

成年後見制度成年後見制度成年後見制度活用しよう。
　　　 生活を支え、財産を守るための

会　　場 八千代市福祉センター 4階 第3・4会議室　 八千代市大和田新田312-5（八千代市役所隣）

日時＆内容 ①10月24日（水）13：30～15：30
　『成年後見制度の概要について』（成年後見制度の概要・制度化の背景・制度の理念）

　【講師】廣野  武 氏（元家裁調査官、千葉ファミリー相談室主任研究員）

②10月31日（水）13：30～15：30
　『法定後見制度について』
   （後見・保佐・補助の違い・対象者、申立権者、代理権、同意権・財産管理・身上監護）

　【講師】鈴木  尚 氏（元家裁調査官、千葉ファミリー相談室主任研究員）

③11月7日（水）13：30～15：30
　『任意後見制度について』（任意後見制度の概要と活用・任意後見契約の締結・任意後見の開始、職務）

　【講師】佃  浩一 氏（千葉中央公証役場　公証人）

対　象　者 市民 定　　員 100名 参　加　費 無料

問　合　せ 八千代市社会福祉協議会 地域振興課
TEL/047-483-3021　FAX/047-483-3083

後　　援 八千代市主　　催 社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会

平成24年度 成年後見制度講演会

成年後見制度って、なに？　成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間
としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。

（阿蘇地域）

ふ く し の 標 語ふ く し の 標 語あなたのお気に入りは　　 ？  選んでください!!!どれあなたのお気に入りは　　 ？  選んでください!!!どれあなたのお気に入りは　　 ？  選んでください!!!どれ
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「ふくし八千代」は、市民の皆様にとって便利で分かりやすい情報紙を目指しています。 ご意見ご要望等をお寄せください。

安宅の新提案
一 家 族
貸 切 の
家 族 葬

福 祉 葬
プ ラ ン

お別れ
のみの

直送プラン

告 別 式
だ け の
一 日 葬

綜合葬祭センター
あ　　　　  　たか

協同組合八千代トラックセンター協同組合八千代トラックセンター
（協）八千代トラックセンターは、組合活動の一環と

して平成9年4月23日、八千代市と災害時支援協定を

結びました。協定は、災害発生時、トラックの機動力

をフルに発揮し、物資輸送に協力して市民の救援  

活動に努める、というものです。組合員は9社です。

役　　職 会 社 名

代表理事

専務理事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

監　　事

監　　事

理　　事

浅野 正敏

福島　昇

飯田 健次郎

日下部 良夫

田嶋 篤志

中山　徹

橋本　悟

木村 伸一

橋本 周二

（株）浅野運輸

（有）八千代運送

（株）飯田運送

（株）日信興運

（株）星煌

（株）東葉物流

（株）アシスト東経

小久保冷蔵運輸倉庫（株）

（有）大一輸送

代 表 者 名

相談内容
10月 11月 12月

毎週火・木曜日
13：00～16：00

曜日及び時間
相　談　日

場　所

毎週火・木曜日 毎週火・木曜日毎週火・木曜日
福祉センター
1階 相談室

心配ごと相談
専用電話（487-2940）

ゆりのき台学童保育所…40,000円　八千代市郷土博物館
…20円　八千代市さつき会…10,000円　久保田 泰子…
2,000円　千葉薬樹（株）…274円　八千代病院…2,000円
大和田女性会…20,000円　村上地区民協…20,000円　
宝声会…2,831円　高津第2学童保育所…20,000円
農林年金受給者連盟八千代地区会…20,000円　佐藤 俊枝…
1,500円　まるみ商店（コンビニエンスまるみ）…5,454円
睦支会…20,000円　ゆりのき台第2学童保育所…2,000円
八千代中央ライオンズクラブ…30,000円
青木 秀子…1,500円　デイサービス愛敬…3,350円
カラオケ同好会 カナリア会…100,000円　仏像サークル…
10,941円　片岡 律雄…2,000円　大和田地区民協…
20,000円　八千代市民生・児童委員協議会連合会…
40,000円　八千代緑が丘南自治会自主防災会…20,000円

(福)みつわ会 みつわなかよし保育園…20,000円
八千代ゴルフクラブ…13,700円　NPO法人 すずらん…
40,000円(福)清明会 ケアハウスガーデンカルミア…
2,000円　勝田台支会…2,000円　グリーンヒル八千代台
…2,000円　大和田第3学童保育所…20,000円
米本第3学童保育所…20,000円　高津団地六街区自治会…
2,000円　みどりが丘学童保育所…20,000円
松本 孝子…40,000円　村上中央支会…2,000円
有料老人ホーム アンダンテ八千代…2,000円
大和田第2学童保育所…20,000円　東高自治会…2,000円
クラシード勝田台自治会…2,000円
新鮮市場マルエイ八千代店…48,339円

窪田 直子…衣類/計2箱　匿名…リハビリパンツ・尿取り
パッド・衣類/各3袋・10袋・1袋

梶山 みよ…リハビリパンツ・尿取りパッド・テープ式/各
10袋・2袋・1袋　小原 照男…紙おむつ・リハビリパンツ・
尿取りパッド・ケアシーツ/各2袋・4袋・11袋・2袋
岡崎 四郎…タオル/80枚　田邊 英明…囲碁セット/１式
匿名…ブラウス・バッグ・靴下・ワンピース・ジャンパー
スカート・パンツ・ジャンパー/各134着・1個・36足・1着・
2着・8本・89着　下澤 純子…紙おむつ・リハビリパンツ・
尿取りパッド/各56枚・43枚・196枚　匿名…お米（2㎏）
/5袋　匿名…紙おむつ・リハビリパンツ・尿取りパッド・
ウェットシーツ・ビニール手袋/各18枚・26枚・39枚・
144枚・100枚　柳葉 繁…座布団/10枚

（株）ミック 代表取締役 宮本 清…スイカ/200個
匿名…リハビリパンツ・尿取りパッド/各160枚・36枚

善意銀行 寄付金（敬称略）

善意銀行 物品寄附（敬称略）

あたたかいご寄付ありがとうございました　平成24年6月1日～平成24年8月31日

東日本大震災義援金 大分県大雨災害義援金
平成24年 8月31日 現在　敬称略

睦支会

米本団地自治会

米本南自治会

福祉センター

ふれあいプラザ

417円

10,958円

667円

1,188円

2,993円

自治会・団体名 義援金

合計金額…16,223円

熊本広域大水害義援金
平成24年 8月31日 現在　敬称略

睦支会

米本団地自治会

米本南自治会

福祉センター

ふれあいプラザ

417円

10,958円

667円

1,188円

2,993円

自治会・団体名 義援金

合計金額…16,223円

福岡県豪雨災害義援金
平成24年 8月31日 現在　敬称略

睦支会

米本団地自治会

米本南自治会

福祉センター

ふれあいプラザ

417円

10,958円

667円

1,188円

2,993円

自治会・団体名 義援金

合計金額…16,223円

勝田台桜まつりin八千高実行委員会

勝田台公民館

勝田台公民館サークル連絡会

福祉センター1階募金箱

八千代市立八千代台東小学校

(株)ロス・アンジェルス

チャリティーファミリーフェスタ実行委員会

7,863円

10,701円

10,000円

1,439円

22,518円

71,485円

32,427円

個人・団体名 義援金

合計金額…156,433円

平成24年 8月31日 現在（団体）敬称略 平成24年 8月31日 現在（自治会）敬称略

高津団地五街区自治会

小板橋南町会

高津団地六街区自治会

高津団地自治会

79,901円

20,000円

10,000円

23,000円

自治会名 義援金

合計金額…132,901円

【お詫びと訂正】前号の共同組合八千代トラックセンター様広告欄の「理事 中山徹様の（株）東葉物流様」に下記の誤りがありました。
　　　　　　   ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。〈誤〉理事 中山 徹  (有)東葉物流 → 〈正〉理事 中山 徹  （株）東葉物流

困った時は相談所へ！！ 相談に関する問い合せ先 … 1４８３ー３０２１

日常生活の中で困ったことや悩みごとはありませんか？ そんな時は相談所をご利用ください。

コーヒーと音楽の集い み・る・くとおんがく

紙芝居・読み聞かせ  ひ☆ろ☆ば

33
土曜日土曜日土曜日
毎月第毎月第毎月第

は楽しいことがは楽しいことがは楽しいことが   い
っぱい！！

  い
っぱい！！

  い
っぱい！！

【問合せ】八千代市ボランティアセンター  1047-483-3021
八千代市福祉センター　　　   1047-483-1171

八千代おもちゃの図書館＆おもちゃ病院

今 後 の 予 定

★10月20日（土）

★11月17日（土） 

★12月15日（土）

みんなの福祉センターまつり＋1みんなの福祉センターまつり＋1
プラスワンプラスワン

【時　間】
【会　場】
【参加費】
【内　容】

13：30～15：30
福祉センター4階 第3・4会議室
200円（飲み物代）※当日集金
皆さんと一緒にコーヒーを飲み
ながら語らい、歌を歌いながら
楽しいひと時を共有します。

絵手紙 ふうせん
【時　間】
【会　場】
【参加費】
【内　容】

10：00～12：00
福祉センター1階 ボランティアセンター
無料
四季折々の身近なモチーフを絵手紙に添えての作品制作。
作成した絵手紙は福祉センター4階 第3・4会議室に掲示します。

【時　間】
【会　場】
【参加費】
【内　容】

10：30～11：30
福祉センター2階  教養室（和室）
200円（1家族）※当日集金
童話や子供向けの歌を歌ったり、紙芝居・
絵本の読み聞かせやゲームをして遊びます。
たくさんのおもちゃの用意もあります。

【時　間】
【会　場】
【内　容】

14：00～15：30　　【参加費】無料
福祉センター2階 第1会議室
紙芝居と絵本の読み聞かせの夢のコラボ！
ハーモニカ演奏で一緒に歌いましょう。

【時　間】
【会　場】
【内　容】

13:30～15：30　　【参加費】無料
福祉センター2階 教養室（和室）
おもちゃを通じて心のふれあいが
出来る場所です。おもちゃの貸出
修理・子育て相談も行っています。

※障害者福祉センター（保健センター隣）でも毎月第1土曜日13:30～開催中

ロータスクラブ
【時　間】
【参加費】

13：00～15：30　【会　場】福祉センター1階 ボランティアセンター
無料　　【内　容】古切手（使用済切手等）の回収整理。

ハサミを使用して、古切手をきれいにします。整理された切手は地域の
福祉活動・医療援助・海外援助等で活用されます。
※ふれあいプラザにおいても毎月第2・4木曜日　10:00～活動中

check！
5つの
まちがいを
探そう？！

① 

希
望
く
ん
の
ま
ゆ
毛

② 

積
み
木
の
向
き

③ 

掲
示
板
の
文
字

④ 

男
の
子
の
後
ろ
の
お
も
ち
ゃ

⑤ 

カ
バ
ン
の
ひ
も
の
長
さ

1Pの答え

みなさんの参加をお待ちしています♪

【善意銀行からのお知らせ】平成25年3月をもちまして、介護ベッド貸出事業を廃止します。


