
第５回東金チャレンジド☆フェスタ
～障がい者まつり～

障がいのことを楽しく知ろう！

小学生の部：菅原政弥 中学生の部：小川美優

　１１月１５日（金）に全国社会福祉大
会が日比谷公会堂で、１１月１１日
（月）には千葉県社会福祉大会・千葉
県民生委員児童委員大会が千葉県
文化会館でそれぞれ開催されまし
た。下記のみなさまが、これまでの功
績に対し表彰されました。

　障害者週間（１２月３日～９日）に合わせて、１２月８日（日）ふれあいセンターにて開

催されました。障がいのある方や支援団体、関係施設や協力企業等により、手づくり

の企画で地域の方をおもてなし♪楽しみながら障がいについて知っていただくイ

ベントです。名前も昨年までの「ふぇすたまっ！」より「東金チャレンジド☆フェスタ」

として生まれ変わり、来場者が実際に目で見て、からだで体験！太鼓演奏や吹奏楽な

どの豪華なステージや各種模擬店、おもちつきも楽しまれていました。

　知ることは障壁（バリア）解消の第一歩です。誰もが安心して幸せに暮らせる住

みよい街づくりにもつながります。参加団体、来場者の皆様、ご協力ありがとうござ

いました。

※「チャレンジド」とは、英語で「障害者」「挑戦する人」という意味です。

　子どもたちの福祉の心を育て
ることを目的に、ポスターコンク
ールを実施しました。今年度のテ
ーマは「ボランティア」。下記の４
名が入賞しました。表彰式におい
て、外山会長より表彰状と記念品
が贈られました。

★中央共同募金会長表彰
　☆優良地区・団体
　　東金市民生児童委員協議会
★千葉県共同募金会長表彰
　☆優良地区
　　日吉台東区、一之袋区、依古島区、酒蔵区、三ヶ尻区
★千葉県民生委員児童委員協議会長表彰
　☆永年勤続
　　大塚穰三、土屋正𠮷、桒原高子、五木田春子、秋元三郎、山内 勲、
　　三須芳雄、竹内方子、鈴木光江、白沢吉夫、髙山昭夫、山﨑克彦、
　　三瀧節子、矢野律子、吉田栄一、鈴木康子、行川智夫、大橋左智子

受賞おめでとう
　　　　ございます

福祉のまちづくりポスターコンクール平成２５年 度 全 国 社 会 福 祉 大 会
第６３回 千 葉 県 社 会 福 祉 大 会
第17回千葉県民生委員児童委員大会

会長　外山允一

ふれあいとささえあいの
あるまちづくり

★小学生の部
　☆最優秀賞　　菅原 政弥
　　　　　　　　（日吉台小）
　☆優秀賞　　　原 慧太朗
　　　　　　　　（城西小）
★中学生の部
　☆最優秀賞　　小川 美優
　　　　　　　　（東金中）
　☆優秀賞　　　稲吉 美幸
　　　　　　　　（東金中）

（順不同・敬称略）
（順不同・敬称略）

　あけましておめでとうございます。
　みなさまにはご家族お揃いで、健やかに新春をお迎えのこととお慶び
申し上げます。平素は東金市社会福祉協議会に温かいご理解を賜り、
それぞれの地域において住民福祉の向上のため積極的なご活動をさ
れ、ご支援ご協力をいただいておりますことに心よりお礼と感謝を申し上
げます。
　今、我が国では、計り知れない放射線対策に直面しており、凶悪犯
罪の多発、労働環境の悪化等がニュースで報じられておりますが、これ
らのことが今後一層深刻さを増し、すさんだ世の中になるのではと懸念

されております。一方、少子高齢化の急速な進行や核家族化、単身世
帯の増加、家族意識の変容などが進むなか、地域社会では人々のつ
ながりが薄れつつあることに加え、孤独、医療や介護、子育てへの不安
や負担など、多様な課題を抱えております。
　このような状況にあって、より多くの方々に福祉への関心を持ってい
ただき、できる限りの機会を得て「ふだんのくらしのしあわせ」こそが福祉
であること、そしてそれを実現するために何ができるのかをみなさまと一
緒に考えなければなりません。これからも安全で安心な福祉のまちづく
りの推進、住民同士のたすけあいやささえあいが、ますます重要になっ
てまいります。なお一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
　末筆になりましたが、みなさまのご健康とご多幸をご祈念申し上げ、新
年のご挨拶といたします。
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第９回とうがね社協
チャリティ
ゴルフコンペ

地域みんなで子育て応援

子どもの健やかな成長を祝って

七五三の由来

第３６回平尾昌晃チャリティゴルフ
【福岡地区合同七五三祝い】

たかの友梨CUPレポート
1

レポート
2

　毎年行われている「福岡
地区合同七五三祝い」が、
昨年の１１月８日、午後１時３
０分から、福岡小学校体育
館で開催されました。
　これは「福岡地区の子ど
もたちが、元気に成長し、め
でたく七五三を迎えたこと
を、地区みんなでお祝いを
しよう」とするもので、昭和
３１年から実施され、現在ま
で続いているものです。
　これまでは、他の地域でも実施していましたが、だんだん減り、平成
２２年度からは福岡地区のみで行っています。
　今年も、第５保育所や市内の幼稚園に通う園児２３名が、先生や保護
者に連れられ、地元の市議、民生児童委員、区長、社会福祉、各種団体関
係者等みなさんの拍手で迎えられました。
　主催者を代表して、中田邦生福岡公民館長から、お祝いとして「千歳
飴」が全員に贈られ、「七五三の由来」などについて、分かり易く話され
ました。
　続いて、福岡小学校１年生の児童たちの歌や演劇の発表に拍手。
　宮崎孝男福岡小学校長が「４月に入学を待っています」という話に、み
んな大きな声で元気よく「ハイッ」と返事をしていました。
　記念撮影をする頃には、すっかり緊張もほぐれ、ポーズをとる子ども
もいました。記念写真は全員に贈られるそうです。
　なお来年度の福岡小学校入学児童は、１７名ということです。

　１０月２８日 ( 月 ) 晴天の中、新千
葉カントリー倶楽部で４年ぶりに開
催されました。今回は東金市内の
福祉施設 ( 高齢者施設４、障害者施
設２)利用者、約８０名が招待され、
昼食の お・も・て・な・し を受け
ました。本会の福祉作業所も参加
し、間近で見る芸能人にみんな喜
んでいました。
　収益金は、認定ＮＰＯ法人ラブ＆
ハーモニー基金によって、社会福祉施設への慰問活動などに活用され
るとのことです。いつか本会にも恩恵があり、（仮）ラブ＆ハーモニー号
として外出を支援する福祉車両が、東金市内を走る時が来ればいいな
ぁ～と、夢を見る１日となりました。
オフィシャルサイト：http://hirao-golf.wix.com/36th

　３歳、５歳、７歳になった年の１１月１５日、こ
れまでの成長を祝い、今後の幸福を祈り、神社
にお参りすることを七五三といいます。元々は
貴族や武家で伝わった、それぞれが別の儀式で
あり、３歳男女児の「髪置きの儀」、５歳男児の「袴
儀」、７歳女児の「帯解きの儀」に由来している
とされています。現在はそれぞれの地域によっ
て違いがあるようです。

障がい者ふれあいバスツアー

　障がい者（児）のふれあい交流を目的
とした日帰りバス旅行です。

　ふるさとの歴史や文化について学び、より
ふるさとを好きになるためのバスツアーで
す。今回は九十九里地域に祭られている七福
神をめぐり、御朱印を集めたり、年頭のお参り
ができます。平成２６年３月１日（土）

９：００～１６：００（８：４０から受付）
ふれあいセンター１階ロビー
かわつら苺園・航空科学博物館
※昼食は軽食をご用意します。
市内在住の在宅障がい児（者）と介助者（２人まで）
先着４０名程度
１人１、５００円（３歳未満は無料）
障害者手帳等をお持ちの方は当日ご持参ください
参加希望者の氏名、年齢（学年）、住所、電話番号、車椅子の有無を、本会
事務局（☎５２－５１９８・ＦＡＸ５２－８２２７）へお知らせください。（※ボラ
ンティアの必要がある方はご相談ください）
２月１４日（金）

　スポーツを通じた仲間づくりから地域福祉活動のためのつながりづくりを目的とし
て開催しました。８１名の参加をいただき、うち女性の参加者も１３名を数え、女性の部
の表彰ができるようになりました。地域福祉は仲間づくりから！次回のご参加をお待ち
しています。
　また、ゴルフコンペに際し多くのご寄付を頂きました。ありがとうございました。

ゴルフコンペ協賛団体・個人
サンピア東口岸本薬局／手打ちうどんの店さくへい／八鶴亭／辻井印房／
日本郵便㈱東金市内郵便局／㈱二木ゴルフ東金店／
㈱三宅孵卵場／とんかつみつはし／三橋寿し店／安﨑際物店／パラメディカル㈱／
㈱湖月堂／㈱新千葉カントリー倶楽部／
㈱千葉興業銀行東金サンピア支店／㈱西川園／㈲三河屋／協和クリーン㈱／
谷乃井商事㈱／ナリスビューティースタジオ De I'm／カーブス東金／
明治大学校友会山武地域支部／植松憲一（順不同、敬称略）

◉日　時

◉集　合
◉行き先

◉対　象
◉定　員
◉参加費
◉持ち物
◉申　込

◉締　切

平成２６年１月２６日（日）１０：００～１４：３０
ふれあいセンター１階ロビー
東金市観光協会　戸村寿彦氏
山武市内七福神めぐり
興味関心のある市民
２０名（先着順）
１人５００円（御朱印代については別料金）
昼食、飲み物など（オライはすぬまでも飲食可能）
参加希望者の氏名、住所、電話番号を、本会事務局（☎５２－５１９８）へお
知らせください。
１月２０日（月）

◉日　時
◉集　合
◉講　師
◉行き先
◉対　象
◉定　員
◉参加費
◉持　物
◉申　込

◉締　切

　「食育」や「調理」を通じて、家族のふれあ
いの時間をもちましょう！

平成２６年２月８日（土）９：３０～１４：００
ふれあいセンター調理室
東金市食生活改善協議会
バレンタインにちなんだ太巻寿司
市内在住の１５歳以下の子どもとその保護者（親でなくても可）
１６組（３５～４０名）程度
１人５００円
三角巾、エプロン、マスク、手拭きタオル、持ち帰り容器
参加希望者の氏名、年齢（学年）、住所、電話番号を、本会事務局（☎
５２－５１９８）へお知らせください。
１月２７日（金）

◉日　時
◉会　場
◉講　師
◉内　容
◉対　象
◉定　員
◉参加費
◉持　物
◉申　込

◉締　切

平成２６年１月１５日（水）１３：００～１６：１５
千葉県生涯学習センター
記念講演「のびのび子育てのススメ」
　キャスター　木場弘子　氏
シンポジウム「地域おける子育て支援を考える」
　コーディネーター　東京成徳大学　石田祥代　氏
　シンポジスト　富里市民生委員児童委員協議会　宮川朱実　氏
　　　　　　　　市川市風の谷保育園　甲斐恵美　氏
　　　　　　　　千葉県中央児童相談所　渡辺 直　氏
１、０００円
千葉県社会福祉協議会（☎０４３－２４５－１１０２）

◉日　時
◉会　場
◉講　師

◉参加費
◉問合せ

親子ふれあいクッキング

～子ども親も、そして地域のみんなも笑顔になるために～

「ふるさとバスツアー九十九里七福神巡り」
とうがね社協ひろば

第３９回（平成２５年度）　県民福祉セミナー

　地域福祉は仲間づくりから！

チャリティ総額
１２９，４０３円

福岡公民館・区長会・社会福祉協議会主催

平成 26 年（2014 年）1月1日第127号（２）

★とうがね社協ひろばへのコメント★　「ボランティア」となると堅苦しく感じるので、「自分ができる事」を考えています。プルタブや古切手
　　　　　　　　　　　　　　　　　　の収集は、「こういうもので参加できるんだ」と参考になります。（求名、Nさん）

お 知 ら せ



広告募集
　「福祉だより」は、年間５回発行しています。
　ただ今、広告主を募集しています。広告のサ
イズは１枠縦５０ミリ、横７０ミリを基本とし、
１枠５，０００円（１回）です。
　あなたの会社やお店の広告が、福祉に役立
っています。
　ただし、当協議会が推奨するものではあり
ません。
☆申込みは…東金市社会福祉協議会まで

こり・痛み・しびれ・不眠等でお悩みの貴女に。
リンパと血液を流して笑顔になりましょう。（手技のみ）

☎0475(52)5198

民生委員の地域の関わりのひとつ民生委員の地域の関わりのひとつ

民生委員奮闘記

源地区副会長　矢澤　眞人

ご寄付ありがとうございました

千葉学芸高等学校学園祭実行委員会
とうがね社協チャリティゴルフコンペ実行委員会
匿名希望

………………………………１７、６２０円
………………１２９，４０３円

………………………………………………………………１０、０００円

一般寄附

匿名希望（ふれあいクラシックコンサートへ）
日吉台3区納涼大会実行委員会（マザーズホームへ）
プルタブ換金　100kg
匿名希望（マザーズホームへ）

……………………１５０，０００円
………………１０，０００円

…………………………………………………７，３５０円
…………………………………………５０，０００円

指定寄付

㈱雅久商事(岸本薬局 サンピア店) 代表取締役 岸本雅邦 …救急箱薬品一式
物品寄付

プルタブ 

使用済みテレホンカード

平成２５年９月１日から１１月３０日まで（敬称略）

※プルタブ、古切手、使用済みテレホンカードはボラン
ティアセンターで収集しています。誰もが気軽に出来
るちょっとしたボランティア（ちょボラ）に、あなたも
参加してみてはいかがですか？

　源地区は約28％、おおよそ３人に１人が65歳

以上（高齢者）を占める。

　東金市でこの地域が随一の高齢化率である。将

来この地域で懸念されるのは認知症の発症の問

題である。ではその発症する時期を余生の後半、し

かもずーっと後半にするには、周囲の見守りで早期

発見による治療で進行を遅らせ、楽しい人生を送り

たいものである。

　でも予防により発症を更に遅らせることができたなら尚、良い。

　自分の足で歩いて、元気に過ごすことができれば、これ又、楽しい。

　それには、認知症の正しい知識を得て互いにサポーターになり家族、隣り

近所の見守りをして、早く気づき、地域の繋がりを深め互助（共助）に進化して

いくことが大事だと思う。

　そして11月30日（土曜日）この地域の公民館にて「認知症サポーター養成

講座」を実施しました。この講座は東金市健康増進課様、高齢者支援課様、

そして地域ボランティアのみなさん方にお世話になり、地区自治会主催という

ことで漕ぎ着けました。聴講された方々から「大変役に立つ知識を頂きありが

とうございます。」とのお言葉がありました。

もう一つの小さな活動
「ふれあい交流会」

豊﨑叶夢・愛美、石川順子、直海麻紀子、黒木百合江、神谷麻子、片倉ハル、石井恵
子、槌屋三枝子、佐藤俊子、小関政子、小平勝代、斉藤慶子、小倉ヨシ、宇津木蓉子、
宮島ヨミ子、桜田昭良、真行寺靖子、伊藤あつし・つよし、長沼昇、小野良雄、田宮幸
子、四ノ宮弘子、渡辺季義、竝木健祐、古川万琴、太田貞雄、吉岡勝海、西部美智子、
柴田侑子、石田美津子、市原孝明、星とも子、周藤すみ子、子安幸子、石﨑勇、清宮郁
子、田中一大、神谷優希、田村一美、岡本春美、花澤利恵、布留川高、小安静子、上木
名慧子、高橋芳、土屋清文、江口貞一、篠﨑八重子、ほか４名
ハンドワーク、東金市シルバー人材センター、パン工房カバの家、カフェ＆雑貨ル
バーブ、シェイクハンズ、二金会、手話サークル風、季美の森東1丁目有志、ハンド
ワークありさ、求名駅前区、前之内、戸田商店、東金市身体障害者福祉会、岩崎グ
ループ、㈱アイポップ、するめの会、三井プラントサービス㈱、大和四つ葉会、千葉
県立農業大学校、ふれあいショップ、オートアキバ、家之子区ボランティア、東金
市（城西小学校、第4保育所、環境保全課）
使用済み切手
石川順子、直海麻紀子、黒木百合江、神谷麻子、芦澤守三、藤生敏子、小倉ヨシ、
野村秀次、毛利美海、松山成子、豊﨑叶夢・愛美、伊藤佳代子、田中一大、神谷優
希、篠原大祐、布留川高、伊藤あつし・つよし、上木名慧子、山本涼太、ほか２名、
ガールスカウト千葉県第79団、さくへい、㈱菱興社、季美の森東1丁目有志、岩
崎グループ、㈱アイポップ、するめの会、三井プラントサービス㈱、東金市（収
税課、社会福祉課、第２保育所、環境保全課）

野村秀次

会長　小高 毅

　正気地区では、高齢者を招いて「ふれあい広場」を盛

大に開催しております。今年度は１０月２１日に開催し、

多数の参加をいただきました。

　もう一つの小さな活動として「ふれあい交流会」があ

ります。７５歳以上のひとり暮らし高齢者を対象とし、今

年度は３月５日を予定しております。これらの方々は話

し相手が少ない、健康への心配、さらには地域との連帯感が少ないな

どの理由で家の中に閉じこもりがちになります。高齢者同士外に出れ

ば話し相手もでき、連帯感も生まれます。このような環境づくりも活

動の一つです。

　実施内容にはこれまでに映画会、マジックショー、イチゴ狩り、老人

ケアセンター浅井の施設見学など行い、今年度はイチゴ狩りと食事会

を計画。毎年昼食を取りながら

話し合いの場を設け感想や意

見をお聞きしております。

　ひとり暮らし高齢者がこれか

らも生きがいを持って生活して

いただくことを願って活動を続

けていきます。

「ふれあいスポレク大和祭」で
広げる和～山﨑会長インタビュー～

福祉活動推進員　堀越 薫

　今年で２年目の行事なので、地区の中でもまだ知らない

という方も多いでしょう。

　４年ほど前に、「子どもからお年寄りまで、誰もが参加で

きる場が欲しいよね」という声が上がったのがきっかけで

した。２年間の準備期間を経て迎えた第１回目。この日を望

み続けた前小林会長は逝ってしまいましたが、見守られて

いるかのような青空の下、レクリエーション・模擬店・踊りの披露など、汗

と笑顔の一日でした。「楽しかったね」の声が２回目につながり、今年は開

催時間を遅くして踊りをフィナーレにしたところ、終演間際には踊り手も

増し、輪が二重に大きく広がっていました。

　こうした行事ができたのは、地区民、各団体のみなさんが協力的であ

ればこそと感謝しております。反省点は来年に活かし、ひとりでも多くの

方が参加しやすい「おまつり」にしていきたいと願っております。

○夏休みのボランティア体験に小学生が参加したそうですが、いつか大人になって実際ボランティアに携わるようになるまで、大切な思い出
　になると良いなと思います。（川場、Mさん）

女性同士なので安心です。

初回のみ　　６０分→２，５００円
２回目から　６０分→４，０００円

すいなサロン 東金市西福俵１０５－３２ ９：００～１９：００
定休日：月曜日　駐車場有
予約制　女性限定0475-53-2310

すいな（推拿）は、漢方薬・鍼灸と並ぶ
中国三代治療法のひとつです。
３，０００年の歴史があります。
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　１１月１２日、東金市役所にお
いて、東金市市政功労者表彰が
行われました。
 その中で、ボランティアセンタ
ーにも登録されている「朗読奉
仕つくし会」が受賞し、志賀市長
から表彰状を授与されました。
　朗読奉仕つくし会は、昭和５３
年にグループが結成され、現在会員は２７名。結成以来、視覚障がい者に対
し、東金市や社会福祉協議会の広報紙などの音訳活動を続けて来られまし
た。時には、リスナーとボランティアの交流会を開催したり、その活動は幅
広く行われております。
　また、市の選挙広報や市が発行する防災ガイドブック、身体障害者手帳を
受けとられた方向けの案内資料の音訳をするなど、東金市行政への協力も
積極的に行い、長年の功績に対して感謝の意が述べられました。
　つくし会会長の上岡さんは、「大変光栄に思います、その時、その時の音
訳ボランティアに支えられ引き継がれてきた活動です。これからも視覚障が
い者に正しく情報が伝えられるよう、心がけたいと思います。」と話されま
した。
　これまではカセットテープへの録音が主流でしたが、リスナーの要望に応
じる形で音源をデータ化する手法に切り替えています。毎年の研修も欠か
さず実施し、よりよいサービスをお届けできるよう努めています。
　朗読奉仕つくし会活動にご興味のある方、サービスを希望される方は、ぜ
ひボランティアセンターへお問合せください。

　地域でいきいきサロンをしているボランティ
アさん、福祉施設で働く職員さん、これから活
動をしたいと考えている方に向けたレクリエ
ーション講習会を開催します。

平成２６年１月２７日（月）
１３：３０～１５：３０
ふれあいセンター栄養指導室
城西国際大学 客員教授 松下やえ子 氏
高齢者のサロンや福祉施設で、明日から使えるレクリエーショ
ンを学びます
先着３０名程度
５００円
お電話、ファックス、メールにてボランティアセンターへ
氏名、住所、電話番号をご連絡ください。
１月２０日（月）

◉日　時

◉会　場
◉講　師
◉内　容

◉定　員
◉参加費
◉申込み

◉締　切

東金支部長
石川江美子

豊成支部長
小安静子

レポート
3

みごと結集！ボランティアの力
　１２月８日に行われたチャレンジドフェスタには、
たくさんのボランティアが参加して、会場運営や
様々な団体のお手伝いをしてくれました。初めは、
何をしてよいのやら…という表情の方も、雰囲気が
つかめてくると積極的に動き、手の足りないところ
を手伝ったり、呼び込みをしたり、出張売り込みに
行ったりと大活躍。
　毎年協力してくれる城西国際大のスターダストキッズの４年生は、「いろ
んな方と交流する事が出来て楽しかったです。ぼくは今年で終わりですが、
今年は１年生もたくさん誘ってきたので、来年にもつながると思います
よ。」と話してくれ、とても心強く感じました。
　また、ボランティアさんの底力を見たのが、フェスタ終了後の片付けのと
き。会場復帰に相当の時間がかかるものと覚悟していましたが、ボランティ
アのみなさんは、使った道具を片付け、椅子や机をどんどん並べ、あっとい
う間に終了してしまいました。指示待ちではない自発性の行動力に、さすが
ボランティア！と感激させられました。本当にみなさん、ありがとうございま
した。
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この広報紙は、皆様からの会費、共同募金の配分金によって発行しております。

生活習慣病予防食　No.47
副菜　切り干し大根のサラダ

■材料（４人分）
……… 乾32g
…………… 2枚

…… 乾2g
……………… 60g
……………… 20g

……………………… 少々
………… 大さじ１･１/3

………小さじ2
………… 小さじ１
………大さじ１弱

……………小さじ２

■作り方

①切り干し大根は、ぬるま湯（40℃位で1時間）に漬けて戻す。きくらげも水で戻す。
②ロースハム、きゅうり、にんじん（皮をむく）は千切りにする。
③戻した切り干し大根とハムは、さっとゆでて水気を絞る。
④千切りにした きゅうりとにんじんは、塩でもみ、水気を絞る。
⑤ボウルに（A）を混ぜ合わせ、切り干し大根、ハム、きくらげ、きゅうり、にんじんを加
えてあえ、器に盛る。

（東金市食生活改善協議会）

切り干し大根
ロースハム
せん切りきくらげ
きゅうり
にんじん
塩
　酢
　サラダ油
　ごま油
　しょうゆ
　砂糖

ボランティア養成講座「レクリエーション講習会」

A

広 報 委 員 の つ ぶ や き

とうがね社協におたより

１人分の
栄養価

エネルギー 91kcal　脂質 5.3g
たんぱく質 2.2g　　塩分 0.9g　  

長年の功績に感謝!!

食物繊維が豊富で、カルシウム、カリウム、
鉄分などのミネラルも多く含まれています。
今回は、煮物で使うことが多い、切り干し大
根を、サラダにアレンジしてみました。

　次の①～⑤までの内容を記入の上、ハガキまたはEメールにてご応募
ください。抽選で１０名の方にクオカード（５００円分）をプレゼントい
たします。なお、結果の発表は、当選者への発送をもって代えさせてい
ただきます。ちなみに、前回の応募数は１５通でした。　
　①クイズの答え ②氏名 ③住所 ④電話番号
　⑤社会福祉協議会、あるいは福祉だよりへのコメント

ヒント ： 福祉だよりをよく見てみよう締切  ： １月３１日（金）消印有効

第１問　今年度「ふぇすたまっ」を引き継いだイベントの新
しい名前は？

第２問　福岡地区合同七五三は、いつからはじまった？

第３問　市政功労者表彰を受けたつくし会は、どんな活動
をしている？

今回の福祉だより１２７号をもちまして、現広報委員は任期満了となります。
次号からは新しい広報委員により発行してまいりますので、今後とも「福祉
だより」をよろしくお願いします。２年間お世話になりました。

中田邦生、石川博敏、本澤義雄、遠山みつ子、三須芳雄
織本雄二、石作智江、堀越　薫、清宮武男

クイズに答えてクオカードをもらおう！！

東金市田間421番地　Tel:52-5198　Fax:52-8227　E-mail:togane.shakyo@cronos.ocn.ne.jp

開館時間
開 館 日

9：00～17：00
月～金曜日

ボランティア相談 13：00～17：00

………
………

…
（土、日、祝日及び17時以降の利用は、届出が必要）




