
社会福祉協議会会費のご協力を
お願いします。
社会福祉協議会会費のご協力を
お願いします。

JA

山田うどん
デイリー
ヤマザキ
農免道路

セブンイレブン

農業会館

至ゆりのき台

至麦丸

至緑が丘

至Ｒ16

至工業団地

睦中
睦小

中山
カントリー
クラブ

睦スポーツ
広　場

開催日時 平成30年 7月28日（土）※小雨決行
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平成30年 7月28日（土）※小雨決行
☆雨天中止の場合は7月29日（日）に順延

開催場所 八千代市睦スポーツ広場
主　　催 八千代市社会福祉協議会 睦支会八千代市社会福祉協議会 睦支会
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ミニ動物園もくるよ♪
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ポニーにのってみませんか？
（未就学児対象）
ポニーにのってみませんか？
（未就学児対象）

楽しみ
いっぱい♪

ふくし祭り むつみふくし祭り むつみ第33回

　「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」の実現を進めるため八千代市社会福
祉協議会では、「会員制度」を設けて皆様の福祉活動への参加をお願いしております。   
ご協力いただいた会費は、社会福祉協議会が実施しているボランティア、住民活動、
小地域の活動などの事業や福祉サービス事業などを進めるための大切な財源となっております。社会福祉協議会の活動にご理解
いただき、多くの皆様のご協力をお願いいたします。
　6月から会員募集月間として、自治会や各種団体、企業並びに商店など様々な方々に呼びかけております。特に、新規で発足
された自治会や自治会に加入されていない方々、また新たにご協力いただける企業、商店などございましたら、ぜひともご連絡を
お願いいたします。

12：30 開　場
金魚すくい・かき氷・わたあめ・焼きとり・
焼きそば・フランクフルト・たこ焼き・
ラムネほか冷たい飲み物・
おもちゃコーナー・ゲームコーナー
演芸交流会（当日受付）
カラオケタイム
睦北保育園・子ども神輿
やちよ元気体操・歌謡ショー

18：00 式典・盆踊り大会・打ち上げ花火
20：00 閉　会

人生１００年時代を
支えあう
終活講座

人生１００年時代を
支えあう
終活講座
【日　時】8月3日（金）

13：30～15：30～
【会　場】八千代市福祉センター

4階 第3・4会議室

【講　師】特定非営利活動法人
終活支援センター
　行政書士 君塚　甚一
　弁護士 谷口　亨

【対　象】市内在住・在勤者
【定　員】120名
【参加費】無料
【申込み】八千代市社会福祉協議会

☎047-483-3021

5,000円

法人会費

10,000円

団体会費

30,000円

名誉会費

1,000円

特別会費

300円

普通会費

●会員の区分 社会福祉協議会会員には次の5つの種類があります

普通会費 ＝ 一般世帯の皆様については、町会・自治会を通じてお願いしております。
特別会費 ＝ 民生委員・児童委員・センターサークル・社協役職員など
法人会費 ＝ 市内の会社・商店関係（赤い羽根共同募金の法人募金でご協力いただいている会社など）
団体会費 ＝ 各組織団体
名誉会費 ＝ 個人・団体等で年額３０，０００円以上納めた方で、特に会長が認めた者

プログラムプログラム

このマークは、社会福祉協議会全国共通のシンボルマークです。手をとりあって、明るいしあわせな社会を建設する姿を表現しています。
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ホームページがリニューアル致しました！ 新しいwebサイトアドレスは http://yachiyosyakyo.jp/
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●社会福祉協議会会費のご協力について
●ふくし祭り むつみ
●終活講座のお知らせ
●平成29年度 事業報告
●平成29年度 事業収支決算書
●お知らせコーナー
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（1）

「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・ご要望等をお寄せ下さい。

平成30年 7月1日



　平成29年度は社会福祉法人制度改革を柱とする改正社会福祉法が施行され、平成28年度より準備しておりました定款・規程の改正、新たに

選任された役員体制でスタートしました。また、平成28年度に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」に掲げられている「地域共生社会」

の実現に向け、住民主体の「支えあい」を更に拡充しNPO法人、企業との協働による支えあいの仕組みを構築し、「支える側」「支えられる側」と

いう一方的ではない関わり方を強く意識した活動を開始しました。事業の詳細については以下のとおりとなっております。

平成29年度 事 業 報 告

　改正社会福祉法の施行に伴い、組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化を遂行しました。また、第3期「経営改善・

強化計画」に沿った取り組み、理事による評価及び改善指導の機会である評価会議を実施し、更なる事業の充実に努めました。

　予てからの懸案事項でありました地域福祉活動計画の作成につきまして行政との協議を開始し、行政と共に策定に向けての研修会へ参加

しました。また、社会福祉士実習受け入れ体制を整備しました。

１. 法人運営事業

　21番目の支会であるゆりのき台支会が平成29年6月10日に発足し、八千代市全地域を網羅することができました。

　支会相互の連携を図るため、支会長連合会を3回開催しました。また、地域の課題や地域の強みを再確認しながら、支えあいの強化や新たな

サービスを創造していく「わがまち元気プロジェクト」を各地区で実施しました。

　第2層モデル地区である勝田台地区では勝田台支会を中心に地域の民生委員、ボランティア、NPO団体、地域包括支援センターにご参加

いただき「わがまち元気プロジェクト」を実施し、その中での意見を基に「担い手養成講座」を開催し、生活支援サービスを行うボランティア

グループを立ち上げました。

　市内の小・中・高等学校で実施する福祉教育に福祉委員の皆さまにご協力いただきました。

２. 福祉支会（地区社協）の機能強化

　3,000名を超える皆様にボランティア登録をいただき、制度では対応が困難な個別支援、施設や行政への支援を行いました。特に今年度は災害

に関する講座の要請が多く、小・中・高等学校、ふれあい大学、福祉施設、支会等で講演、「避難所運営ゲーム（HUG）」、「災害図上訓練（DIG）」と

言ったシミュレーションゲームを取り入れた講座を支会福祉委員、ボランティアの皆様と学びながら開催しました。

　共生社会に向けた支えあい活動を実施しているNPO法人、企業と協働し、支えあいネットワーク「ゆいのわ八千代」を立ち上げ、住民参加型

福祉サービスを開始しました。それにより「支える側」と「支えられる側」という一方的ではない関わり方、必要な時にだけ支えあう「ゆるやかな

つながり」を取り入れ、気軽により多くの住民にご参加いただき、多様化する課題の対応に努めました。

3. ボランティア活動の推進

　自治会や法人・会社及び商店、各種団体の皆さまに、社会福祉協議会が実施している地域福祉活動の必要性について理解と協力を求めながら、

「年会費」「赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金」の実績向上に努めました。また収益事業として福祉センターに自動販売機を設置しました。

4. 自主財源の確保

●法人後見事業

　平成29年度は職員体制を整備し2名体制となりました。法人後見事業を開始し3年目となり、受任している被後見人の体調変化による居住地

の移動、それに伴う、入居手続き、不動産売却、死亡による手続き、家族の死亡による相続手続き等、業務内容が多岐に亘っています。また、市民

向け講演会を2回、市内精神病院、福祉施設での説明会を実施し、広報・啓発活動に努めました。

●自立相談支援事業・家計相談支援事業

　生活困窮者自立支援事業の目標のひとつである「生活困窮者支援を通じた地域づくり」の推進を図り、ボランティア、地域の福祉団体、企業に

ご協力をいただき、「居場所」づくりを行いました。また、相談者に「ゆいのわ八千代」を紹介しサポーターとして活躍いただきました。

●生活支援コーディネーター設置事業

　支会や民生委員をはじめ生活支援に関わる団体等の会議に参加し地域の社会資源の把握と周知、関係機関の連携とサービスの仕組みづくり

を積極的に行いました。「担い手養成講座」につきましては5月に第1層を対象に、また6月には第2層モデル地区である勝田台地区にて実施しま

した。また、生活支援体制整備事業協議体で各委員より情報収集を行うとともに、生活支援コーディネーターとして各地域で収集した社会資源

の情報を発信しました。

●福祉サービス利用援助事業

　平成29年度は委託者である千葉県社会福祉協議会より監査を受け、業務内容の適性をご確認いただくとともに、記録の簡素化についてアド

バイスいただき、改善を図りました。生活支援員につきましては継続して募集を行い、支会、ボランティア、福祉センターの会議等での呼びかけ

により生活支援員養成研修への参加、支援員としての登録、実際の支援にご協力いただきました。

●資金貸付事業

　昨年度に引き続き、経済的な問題だけではなく、本人及び家族の複雑・多様な課題を抱える相談者が多く、生活困窮者自立支援事業担当者、

行政、関係機関と連携を図りながら対応しました。それにより、貸付件数は前年度とほぼ同数でしたが、相談件数が増大しました。

●学童保育事業

　学童保育事業につきましては、児童が楽しく安心して過ごせる場の提供に努めながら、保育の質の維持向上はもとより働き手の確保のため、

処遇改善を八千代市に求め、昨年度に引き続き平成30年度予算においても嘱託職員の月額給与5,000円の改善を実現しました。

●指定管理事業

　八千代市福祉センターの指定管理者として第4期目の指定を受け、管理運営を開始しました。仕様書・協定書を遵守し事業計画に基づき、高齢

者の健康増進を図る講座の開催、市民の利便性、満足度の向上に努めました。また、夜間の稼働率の増加と新たな利用者の獲得を目的に講座を

開催しました。

5. 受託事業及び指定管理事業
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会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
児童福祉事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入

収　　　入　　　計

普通会費、特別会費、法人会費、団体会費、名誉会費 
法人運営事業、善意銀行、福祉振興基金 
市補助金・県共同募金会配分金（赤い羽根・歳末たすけあい） 
県社会福祉協議会助成金 
生活福祉資金及び老障資金貸付事業・生活福祉相談員受託金等 
小口貸付償還金 
広告料収入、福祉サービス利用援助事業・移送サービス事業利用料収入 
学童保育事業受託金 
国債利息等 
ボランティア保険集金、集金代行事務費収入等 
積立金取崩 
事業区分間取引 
退職手当積立基金取崩 

9,855,308
2,208,607

119,416,503
229,000

9,235,930
1,515,000

981,150
218,713,788

2,466,240
9,461,204

21,229,000
4,509,975

25,019,960
424,841,665

社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会　平成29年度 資金収支決算書
社
会
福
祉
事
業
会
計

貸
借
対
照
表
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法
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3
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【収入の部】
勘　定　科　目 金　　　額 摘　　　　　　　　要

人件費支出

事業費支出
事務費支出

共同募金配分金事業費支出

助成金支出

固定資産取得支出
積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
その他の活動による支出

支　　　出　　　計
当期資金収支差額

基本給、諸手当、社会保険料、労働保険料等 
（事務職員、産業医、生活支援員、嘱託職員、非常勤職員） 
消耗器具備品費支出、車輌費支出、広報費支出等 
福利厚生費支出、旅費交通費支出、事務消耗品費支出、通信運搬費支出、賃借料支出等 
＜一般募金配分金事業＞ 
老人福祉活動費、障害児・者福祉活動費、児童青少年福祉活動費、福祉育成援助活動費、
ボランティア活動育成事業費、心配ごと相談事業費 
＜歳末たすけあい配分事業＞ 
要保護世帯、準要保護世帯、身体障害者（児）、知的障害者（児）、精神障害者（児）への見舞金、紙おむつ支給事業、
福祉施設助成、福祉団体助成、福祉支会助成、食事サービス事業等 
民生・児童委員活動費助成、保護司活動費助成、戦没者遺族会助成、ボランティア活動助成、福祉支会助成、
福祉教育活動促進事業助成、障害児・者福祉活動費助成、自治会助成等 
福祉センター機能回復訓練室器具購入 
定期預金等積立金 
福祉センター管理運営事業長期貸付金 
退職手当積立基金預け金 

335,644,373

14,026,397
6,479,218

11,211,579

14,131,211

427,680
17,971,000
10,000,000
13,896,210

423,787,668
1,053,997

【支出の部】
勘　定　科　目 金　　　額 摘　　　　　　　　要

＜資産の部＞
流動資産
　現金預金
　事業未収金
　１年以内回収予定長期貸付金
　仮払金
固定資産
 基本財産
　定期預金
 その他の固定資産
　建物
　車輌運搬具
　器具及び備品
　退職手当積立基金預け金
　共助会退職手当積立基金預け金
　福祉振興基金積立資産
　一般事業調整積立金
　車輌運搬具準備積立資産
　車両運搬具及び器具及び備品積立資産
　善意銀行積立金
　災害支援積立預金
　経営基盤強化準備積立預金
　こども支援事業積立資産
　法人化50周年事業積立資産
　共同募金配分事業積立資産
資産の部合計

勘　定　科　目

51,742,268
22,868,216
29,250,752

103,000
△479,700

△14,487,764
0
0

△14,487,764
△72,242

△276,903
243,131

△9,567,060
△1,556,690

0
△20,000,000

0
10,000,000

0
0

560,000
271,000

0
5,911,000

37,254,504

増減

100,974,597
95,610,662

949,585
2,019,950
2,394,400

496,851,770
2,000,000
2,000,000

494,851,770
918,955

1,634,774
780,335

204,290,400
38,353,965

182,120,000
20,000,000
8,728,780

0
20,880,000
3,683,856
2,460,705
8,000,000
3,000,000

0
597,826,367

前年度末

152,716,865
118,478,878
30,200,337
2,122,950
1,914,700

482,364,006
2,000,000
2,000,000

480,364,006
846,713

1,357,871
1,023,466

194,723,340
36,797,275

182,120,000
0

8,728,780
10,000,000
20,880,000
3,683,856
3,020,705
8,271,000
3,000,000
5,911,000

635,080,871

当年度末

＜負債の部＞
流動負債
　事業未払金
　未払金
　預り金
　職員預り金
　仮受金
固定負債
　退職給付引当金
負債の部合計
＜純資産の部＞
基本金
基金
　福祉振興基金
　一般事業調整積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
　車輌運搬具準備積立金
　車両運搬具及び器具及び備品積立金
　善意銀行積立金
　災害支援積立金
　経営基盤強化準備積立預金
　こども支援事業積立金
　法人化50周年事業積立金
　共同募金配分事業積立金
次期繰越活動増減差額
　(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

勘　定　科　目

37,706,317
37,306,145

△2,260,700
△101,127
2,761,999

0
△11,123,750
△11,123,750

26,582,567

0
△20,000,000

0
△20,000,000

△276,849
16,742,000

0
10,000,000

0
0

560,000
271,000

0
5,911,000

14,206,786
8,414,921

10,671,937
37,254,504

増減

41,418,232
32,787,837
3,915,500

338,151
4,376,744

0
242,644,365
242,644,365
284,062,597

2,000,000
202,120,000
182,120,000
20,000,000
1,634,956

46,753,341
8,728,780

0
20,880,000
3,683,856
2,460,705
8,000,000
3,000,000

0
61,255,473
2,533,865

313,763,770
597,826,367

前年度末

79,124,549
70,093,982
1,654,800

237,024
7,138,743

0
231,520,615
231,520,615
310,645,164

2,000,000
182,120,000
182,120,000

0
1,358,107

63,495,341
8,728,780

10,000,000
20,880,000
3,683,856
3,020,705
8,271,000
3,000,000
5,911,000

75,462,259
10,948,786

324,435,707
635,080,871

当年度末

公
益
事
業
会
計

受託金収入
事業収入

収　　入　　計

生活困窮者自立支援事業受託金 
後見報酬

47,564,585
3,161,000

50,725,585

【収入の部】
勘　定　科　目 金　　額 摘　　　　要

人件費支出

事業費支出

事業区分間繰入金支出
支　　出　　計

当期資金収支差額

基本給・諸手当・社会保険料・労働保険料等
福利厚生費支出、旅費交通費支出、
消耗器具備品費支出、車輌費支出、
租税公課支出等
事業区分間取引 

42,309,629

2,409,024

2,758,670
47,477,323
3,248,262

【支出の部】
勘　定　科　目 金　　額 摘　　　　要

収
益
事
業
会
計

受託金収入
事業収入
事業区分間長期借入金収入

収　　入　　計

福祉センター管理運営事業受託金
自動販売機手数料
法人運営事業長期借入金

42,551,849
145,282

10,000,000
52,697,131

【収入の部】
勘　定　科　目 金　　額 摘　　　　要

人件費支出

事業費支出

法人税、住民税及び事業税支出
事業区分間繰入金支出

支　　出　　計
当期資金収支差額

基本給・諸手当・社会保険料・労働保険料等
水道光熱費支出・業務委託費支出・
手数料支出・租税公課支出等
納税充当金 
事業区分間取引

19,131,616

22,181,818

1,700
1,751,305

43,066,439
9,630,692

【支出の部】
勘　定　科　目 金　　額 摘　　　　要

（単位：円）
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市民後見人養成研修会 事前説明会市民後見人養成研修会 事前説明会

【開催日】9月25日（火） 雨天決行　【会　場】鷹之台カンツリー倶楽部
【参加費】21,000円（プレー費、昼食、参加費、パーティー費等を含む）

※当日キャンセルの場合はプレー費のみの返金となります。
【定　員】160名（競技者） ※先着順。定員になり次第締め切ります。
【申込み】7月2日（月）9：00より電話にて受付いたします。

※おひとり様での、ご参加も可能です。
【問合せ】八千代市社会福祉協議会 ☎047-483-3021 総務課

37
回

第 福祉振興基金
ーャ ィリチ テ ゴルフ大会開催ゴルフ大会開催

あたたかいご寄付ありがとうございました
（平成30年 4月1日～平成30年 5月31日）

勝田台支会…10,000円　 八千代台東支会…2,000円
匿名…2,000円　　　　  新萱田長寿会…12,502円
村上中央支会…3,294円　村上東地区民児協…9,000円
緑が丘支会…4,000円

善意銀行 寄付金（敬称略）

下松 絢子…紙パンツ/3箱・48枚、紙パンツ用パッド/13袋
匿名…紙オムツ/23枚、パッド/10枚、口腔ケアスポンジ/10本
匿名…紙オムツ/1袋・34枚、尿取りパッド/7袋・35枚、シーツ/41枚
ペットシーツ/1袋　匿名…紙オムツ/2袋、尿取りパッド/2袋

善意銀行 物品寄付（敬称略）

【共通 問合せ・申込み先】
八千代市社会福祉協議会 総務課庶務係  1047-483-3021
〒276-0046 八千代市大和田新田312-5（福祉センター内）

学童保育 嘱託指導員募集のお知らせ募集1
小学校1年生から６年生の児童を放課後お預かりして、安全に安心して楽しく
過ごせる生活の場を提供するお仕事です。
【期　　間】採用日～平成31年3月31日（試用期間3か月）
【資　　格】いずれかに該当する方   ①保育士資格者　②社会福祉士資格者

③高校卒業者で、２年以上児童福祉事業に従事した者　④幼稚園・
小学校・中学校・義務教育学校・高校学校・中等教育学校の教諭資格者
⑤大学での所定の課程の関係課程を学び卒業した者　⑥大学での所定
の課程の関係課程を学び大学院入学許可した者　⑦大学院での所定
の課程の関係課程を学び卒業した者　⑧外国の大学で所定の課程の
関係課程の関係課程を学び卒業した者　⑨高校卒業等で２年以上放
課後児童健全育成事業類似事業に従事した者
＊所定の課程は、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学

【勤務時間】（通　　　常）11：00～19：00（実働7時間）
（学校休業時） 8：00～19：00（２交代制）
（土　曜　日） 8：00～17：00（シフト制）

【勤 務 地】八千代市内　　【給　　与】月給：17万6千円
【休　　日】日曜日・祝日・年末年始（シフトによる週休２日制）
【待　　遇】社会保険完備、交通費規程により支給、

年次有給休暇及び夏季休暇及び特別休暇等
【応募方法】電話連絡の上、履歴書と作文「応募にあたり」を

テーマに2枚程度、ご持参ください（郵送可）。

学童保育補助指導員（パート）募集!!募集 2
仕事内容は、小学生の児童の保育・見守りと環境整備等です。
【期　　間】夏休み期間 7月23日（月）～8月31日（金）
【勤 務 地】八千代市内15学童のいずれか
【時　　給】1,000円　　【勤務時間】8：00～19：00（午前・午後交替制）
【応募方法】市販の履歴書(写貼)に必要事項・希望勤務地を記入のうえ、当協議会

へ持参してください。（電話連絡の後郵送可）。　

【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

毎月第3土曜日は楽しいことがいっぱい！
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 皆様のご参加を
　お待ちしています

♪

困った時は相談所へ！！　　相談に関する問い合せ先…1４８3-３０２１

相談内容
8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 福祉センター
1階

相談室

心配ごと相談
専用電話（487-2940）

毎月第1・3水曜日
13：00〜16：00

10月

毎週火・木曜日

3日・17日

9月

毎週火・木曜日

5日・19日1日
法律相談（要予約）

予約電話（483-3021）

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
をぜひ、お気軽にご利用
ください。

　「人生のエンディングを考えることを通じ、自分を見つめ、
自分らしく生きる活動」として「終活」といわれております。
　本講演会では、今後の将来を考える上で、自分の人生、パー
トナー、子供のことなど、様々な不安を少しでも解消するため、
成年後見制度、遺言、相続についての概要説明、及び効力や
権限の範囲など事例を交えて説明します。
　自分らしく生きるために、今出来ること、今やるべきことを知り、
「自分なりの終活」を考えるきっかけ作りとしてご参加ください。

【日　時】7月25日（水） 13：00～
【会　場】八千代市福祉センター4階　第3・4会議室
【講　師】公益社団法人 成年後見センター リーガルサポート 千葉県支部

司法書士 福井　靖氏（予定）
【対　象】市内在住か在勤の方　【定　員】120名※先着順
【申込み】7月2日（月）～20日(金)までに電話、または住所・氏名・

年齢・電話番号を書きFAXにて送信してください。
※FAXでの申し込みは、定員を超え参加できない場合を除き、受付
　の返信はいたしません。
八千代市社市会福祉協議会
☎047-483-3021　FAX 047-486-9787

　市民が地域で後見人として活動することができるよう後見業務
に必要な知識を習得する養成研修会を実施するにあたり、事前
説明会を開催します。

【日　時】7月25日（水） 15：15～・8月7日（火） 13：00～
【会　場】八千代市福祉センター4階　第3・4会議室
【対　象】八千代市内在住の20歳以上の方

※養成研修の受講対象とは異なります。詳細はお問い合わせください。
【定　員】50名※先着順
【申込み】開催日の前日までに電話にて受付いたします。

八千代市社会福祉協議会 ☎047-483-3021

成年後見制度講演会成年後見制度講演会

【時　間】10：30～11：30
【会　場】福祉センター2階  教養室（和室）
【参加費】200円（1家族） ※当日集金
【内　容】童話や子ども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。

み・る・くとおんがく

【時　間】13:00～16：00　【参加費】無料
【会　場】福祉センター2階 教養室（和室）
【内　容】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。
※2階フロアで「べーごま道場＆折り紙教室」も開催中！

八千代おもちゃの図書館＆おもちゃ病院

【時　間】13：30～15：30
【会　場】福祉センター4階 第3・4会議室
【参加費】200円（飲み物代） ※当日集金
【内　容】皆様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。
※当日は12:30より受付を開始します。定員（140名）になり次第受付を終了
させていただきますのでご了承ください。お越しいただいてもご参加出来
ない場合もございます。

コーヒーと音楽の集い
【時　間】10：00～11：30　【参加費】100円（材料費） ※当日集金
【会　場】福祉センター2階 第1会議室
【内　容】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内へ掲示します。

絵手紙 ふうせん

【時　間】13：00～15：30　【参加費】無料
【会　場】福祉センター1階 ボランティアセンター
【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木曜日10:00から活動中

ロータスクラブ

【時　間】14：00～15：00　【参加費】無料
【会　場】福祉センター2階 第1会議室
【内　容】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。

紙芝居・読み聞かせ  ひ☆ろ☆ば

今後の予定 ★8月18日（土） ★9月15日（土） ★10月20日（土）

今から備える「今後のこと」と「できること」～成年後見制度、遺言、相続について～今から備える「今後のこと」と「できること」～成年後見制度、遺言、相続について～

（4）

この広報は、皆様から頂いた赤い羽根共同募金の配分金により発行しています。

平成30年 7月1日
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