
おまかせください！雪かきボランティア！

　新年明けましておめでとうございます。
　地域の皆様には、希望に満ちた輝かしい新春を健やかにお迎えのこととお慶び申し上げます。
　また、日頃より社会福祉協議会の事業推進に深い御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　本年は、いよいよ法人後見事業が本格化することから、安定的な後見業務を提供し、更なる事業の充実を
図って参ります。また、法人後見事業と同時にスタートした「あんしん生活サポート事業」につきましても、エ
リアを拡大し地域の繋がりの強化に努めて参ります。
　これらの支えあいを大切にした取り組みは、皆様がいつまでも安心して暮らせる地域づくりの原動力とな
るものと確信しております。
　本年も、市民の皆様や市をはじめとする関係団体との理解と協力のもと、各事業の充実した取り組みを進
めて参りますので、御支援・御協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
　最後になりますが、新しい年が皆様にとりまして、幸多き一年となりますことを心からお祈り申し上げまし
て、新年のご挨拶とさせていただきます。 会 長  柳谷 昭次郎
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社協だよりは、赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しています。

きらきら輝く地域のためにきらきら輝く地域のために

社協だより社協だより

今月号の表紙：苫小牧市立沼ノ端中学校野球部による雪かきボランティア活動の様子
沼ノ端中学校の皆様は雪かきボランティアに参加し、大活躍です。利用者の方からも「孫が
来てくれたようで本当にありがたい」と感謝の声が寄せられています。 ）（
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　高齢や障がいのため自力での除雪が困難な世帯に、雪かきボランティアが
お手伝いにうかがいます。除雪の範囲は、各世帯の玄関から直近の道路まで
で、幅は１ｍほどです。
　雪かきボランティアの利用を希望される世帯数に対して、ボランティアの人
数が足りない状況が続いています。
　ボランティアの登録は随時お受けしています。身近な地域の方の支援のた
め、個人やご家族、職場の皆様のご協力をお願いいたします。

雪かきボランティアに
登録しませんか？
雪かきボランティアに
登録しませんか？

マルハン苫小牧東店の皆様 沼ノ端中学校サッカー部の皆様

【問合せ・申込先】　ボランティアセンター　TEL84―6481（担当：一谷）

ふれあいサロン活動をされている皆さんへ

ふれあいサロン登録受付中

ふれあいサロン活動を始めたい方へ

ふれあいサロンづくりの
お手伝いをします

社協サロンに登録すると…
◆サロン参加中や行き帰りの事故でのケガを補償
する「ふれあいサロン傷害補償」への加入保険
料を全額助成します。

◆サロン運営に関わる研修会の御案内をします。
◆ふくしレクリエーション物品の貸出をします。
　（利用日の3カ月前の1日から申請できます）
※登録には条件がございます。お問い合わせください。

◆サロン立ち上げに関する相談支援や情報提供を
します。

◆サロンづくりのための出前講座（無料）を行い
ます。

貸出対象者

申込み方法

・ふれあいサロン
・地域福祉活動等で使用したい市民の方
　（町内会、福祉関係団体、ボランティア活動者、教育機関等）

所定の申請書をご提出いただきます。
※社協でパンフレットを配布しています。

ふくしレクリエーション物品
貸出ししています

担当：社会福祉課（TEL32－7111）
ホームページでも
ご覧いただけます！

いちや
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株式会社 渡辺工務店ハウスドゥ！ 苫小牧光洋店

TEL0144-73-9006
創業48年

北海道知事免許　胆振（1）第969号　北海道宅地建物取引業協会会員 苫小牧市光洋町2丁目6-16 FAX0144-73-9015

お住まいの修理、リフォームのことなら
リフォーム情報ハウスにご相談ください

毎週 土・日・祝 開放
場所：苫小牧市しらかば町5丁目20－2
10：00～17：00

　苫小牧市社協の平成26年度社会福祉功労者表彰式が11月25日に行われました。
各種受章者をご紹介いたします。（敬称は省略させていただきます）

＜苫小牧市社会福祉協議会会長表彰＞

＜苫小牧市社会福祉協議会会長感謝＞

＜北海道知事表彰＞

＜北海道社会福祉協議会長表彰＞

・桜坂町町内会　・東開町内会

・吉　田　敏　子
・桐　木　時　子
・松　井　秀　光
・川　村　美名子
・日　向　正　雄
・菅　　　　　弘
・平　野　美和子
・金　野　さつき

・羽　澤　芳　子
・巻　口　義　明
・吉　川　　　寛
・藏　本　満　惠
・松　本　昭　一
・星　崎　英　雄
・君成田　和　子
・平　山　ひとみ

・（故）嶋 田 慧 子
・吉　田　幸　恵
・伊　藤　秀　夫
・渡　辺　正　幸
・川　山　博　久
・大　矢　　　章
・工　藤　 エリ子
・古　澤　清　人

・山　田　志ず江
・藤　原　由美子
・広　谷　砂津紀
・寺　島　康　文
・多　田　泰　博
・木　村　裕　子
・文　野　春　美
・大　水　喜八郎

・田　村　直　美
・佐羽内　喜美恵
・加　藤　克　悦
・安　倍　　　弘
・谷　岡　裕　司
・稲　津　英　子
・吉　田　智津子
・柴　田　幸　子

・髙　橋　和　子 ・森利口　雅　子

・トヨタ自動車北海道労働組合
・北海産業株式会社
・北海道コカ・コーラボトリング
　株式会社苫小牧事業所

・滝上　善市
・樽前山観音寺　郡司 徳男
・一般社団法人徳寿会
・星川音楽事務所
・北海道電力労働組合

　　　　　　　

●社会福祉に寄与した優良団体（２団体）

●社会福祉に寄与した功労者（４０個人）

●貢献章（２個人・３団体） ●感謝状（３団体）

苫小牧市社協社会福祉功労者表彰

・遠　藤　鷹時郎
・石　坂　慶　子
・横　井　友　子

・半　沢　敏　夫
・鈴　木　俊　文
・田　原　雄　平

・江　村　茂　昭
・中　澤　勇次郎
・寺　澤　春　美

・宮　田　俊　江
・二階堂　久美子
・坂　井　真　弓
・豊　嶋　和　宏

・渡　辺　健　治
・北　井　正　栄
・田　代　龍　男
・高　木　葉　子

・佐藤　與右衛門
・山　田　久美子
・小　迫　良　子
・齊　藤　　　芳
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仏壇・仏具・御宮・神具
創 業 大 正 ６ 年

苫小牧市錦町2丁目1番17号
（ホテルドーミーイン横）
TEL（0144）32－2563・34－3615
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たなか けんいち

まちのお元気
さんそれゆけ！

　退職後、地域で活動するために「健康生きがいづくりアドバイザー」の資格を取得し
た田中さん。資格取得をきっかけに、社会福祉に関心を持つようになり、社協が実施
している日常生活自立支援事業の「生活支援員」として活躍されています。

　生活支援員の活動を通して、自立した生活の大切さを感じていま
す。自分が元気で意欲を持ち、困っている人たちのために行動したい
という気持ちが、自分の生きがいにも繫がっています。現在は、苫小牧
市の「市民後見人養成講座」を受講しており、今後は市民後見人として
も活動したいと考えています。

んさ田 中 憲 一

～日常生活自立支援事業～

生活支援員養成研修会のご案内生活支援員養成研修会のご案内

【申込み・問合せ】権利擁護支援センター（市民相談所）TEL：33－2345

日　　時　①2月23日（月）13:30～　3時間程度
　　　　　②2月24日（火）13:30～　3時間程度
　　　　　※両日の受講が必須
内　　容　日常生活自立支援事業の概要、生活支援員の活動内容等
場　　所　市民活動センター　　受講料　　無料
定　　員　40名（定員になり次第締め切り）
申込期日　平成27年1月13日(火)～2月10日(火)※土日除く

♢自家用車を使用し、月 1～
　2回、各 1時間程度の活動
　時間を確保できる方
♢福祉の活動に理解や関心の
　ある方
♢活動報酬は 1 時間 950 円
　＋交通費 300円

生活支援員の活動条件

　社協では、高齢者や障がいを抱えた方が住み慣れた地域で安心して
生活ができるように支援しています。
　利用者との契約に基づいて、社協に登録された「生活支援員」（現在
24名）がお宅を訪問し、郵便物の確認や公共料金の支払いなどをお手
伝いしています。
　養成研修会を受講し修了すると、「生活支援員」として登録されます。
興味をお持ちの方は、是非お申し込み下さい。
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苫小牧市共同募金委員会

やさしい気持ちをありがとう
　昨年10月1日から12月31日まで実施しました「赤い羽根共同募金運動」および、12月1日から12
月31日まで実施しました「歳末たすけあい運動」は、町内会をはじめ企業、老人クラブ、民生委員、福
祉団体、ボランティア他、多くの方々のご協力により、無事に終了することができました。
　ご協力いただいた皆様、温かい善意をお寄せいただいた市民の皆様に、心よりお礼申し上げます。

　街頭募金や町内会・企業・学校での募金の他、とまこまい港まつりや
たるまえサンフェスティバルでの募金、苫小牧市限定寄付金付きバッチの
販売など、様々な募金活動を行いました。
　皆様からお寄せいただいた募金は、平成 27年度に市内で福祉活動を
行う団体やグループの活動資金として助成されます。助成を希望される
団体やグループからの申請に基づき、今後開催される審査委員会で助成
が決定する予定です。

　街頭募金や町内会での募金、企業による募金などを行いました。
　皆様からお寄せいただいた募金は、民生委員の協力により、市内の要
支援世帯や里親世帯への見舞金、一人住まいの高齢者へのおせち料理
の配食、寝たきり高齢者の出張理容に助成される他、地域共同作業所等
への義援金として活用されます。

歳末たすけあい運動

赤い羽根共同募金運動

＝募金付き自動販売機の設置場所＝
・美々川福祉会 (共同生活ウイング )
・ワークセンターるーぷひので
・市民活動センター
・スズキ納整東日本苫小牧事業所
・岩倉建設苫小牧本店

・苫小牧澄川病院
・ ＪＲ苫小牧寮
・日本軽金属苫小牧製造所
・豊月フードD Vian 店
・ふれんど高齢者複合施設Ⅲ

　赤い羽根募金付き自動販売機の設置

Apeos Port-V
C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275

　赤い羽根募金付き自動販売機は、飲料の売り上げの一部が自動的に赤い羽根の寄付になる自動
販売機です。
　この度新たに「日本軽金属株式会社苫小牧製造所」と「社会福祉法人ふれんど高齢者複合施設Ⅲ」
に設置され、市内では計１０台となりました。
　飲料を購入すると自然と募金につながる仕組みです。身近な社会貢献とし
て、また企業の社会貢献として、募金付き自動販売機をぜひご活用下さい。
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㈱伊尾自動車、アートスタジオNON、㈱ I･TECソリューションズ、青地建設工業㈱、㈱秋村組、あさひ印刷㈱、㈱
阿部工業所、阿部商事㈱、㈱阿部文具、粟野建設㈱、㈱アングル、石田貢司法書士事務所、風花の会、糸井南浜菊ク
ラブ、㈱胆振、道央佐藤病院、沖医院、㈱イワクラ、岩倉海陸運輸㈱、岩倉化学工業㈱、岩倉建設㈱、上田会計事務
所、王子製紙㈱、王子総合病院、王子不動産㈱、㈱大内工務店、㈱大久保測量、㈱大滝組、㈱岡部工務店、㈱開発ス
トア、カクサダクリーニング㈱、㈱角野鉄工所、鹿島道路㈱、㈱久慈重機、㈱花よし生花店、㈱苫小牧再資源セン
ター、川口建設工業㈱、北澤建設工業㈱、北日本エクスプレス㈱、鬼頭木材工業㈱、協伸運輸㈱、金星室蘭ハイヤー
㈱、栗林機工㈱、㈲ケア・サービス苫小牧、軽費老人ホームアドーネス園、軽費老人ホーム樽前慈光園、鴻野建設
㈱、小林建設㈲、さかえ印刷㈱、札幌通運㈱、サニー事務器㈱、㈱三商、㈱三和不動産、シバタ技術コンサルタンツ
㈱、新成運輸㈱、㈱しんどう、新和産業㈱、すぎな会、㈱須田製版、生活協同組合コープさっぽろ、世紀東急工業㈱、
盛興建設㈱、清野土木㈱、第三運輸㈱、大翔興業㈱、大進建設㈱、㈲高潮産業、㈱高橋商店、高橋文男税理士事務
所、㈱瀧澤電気工事、㈱田中組、㈱タナカコンサルタント、タマガワ塗装㈱、樽前山観音寺、㈱ちばふとん店、中央
院、綱木保利税理士事務所、DIC北日本ポリマ㈱、道路建設㈱、道路工業㈱、徳寿会、特別養護老人ホームアポロ
園、特別養護老人ホーム樽前慈生園、苫ガス燃料㈱、㈱苫小牧エネルギー公社、苫小牧王子紙業㈱、苫小牧ガス
㈱、㈱苫小牧協和サービス、苫小牧栗林運輸㈱、とまこまい広域農業協同組合、苫小牧港開発㈱、苫小牧市遺族
会、苫小牧市福祉事業協会、苫小牧市民生委員児童委員親和会、苫小牧商工会議所、苫小牧信用金庫、苫小牧清掃
企業組合、㈱苫小牧清掃社、苫小牧倉庫㈱、苫小牧地区トラック事業協同組合、苫小牧埠頭㈱、苫小牧弁当仕出協
同組合、苫小牧保険設計㈱、苫小牧緑ヶ丘病院、苫小牧木材港運㈱、苫重建設㈱、㈱とまビルサービス、㈱中島土
建、ナラサキスタックス㈱、㈲成川板金工業所、西尾木材㈱、錦岡保育園、錦多峰砂採取㈱、日専連パシフィックとま
こまい、日本製紙北海道サポート㈱、日本通運㈱、楡建設㈱、ニワ建設㈱、野田餅店、美々川福祉園、㈱ふくしサー
ビス、不二工業㈱、フジタ産業㈱、㈱古畑電機、北旺運輸㈱、ホクニチ㈱、北海道宇部運送㈱、北海道エネルギー㈱、
北海道エネルギー輸送㈱、北海道クリーン開発㈱、北海道コカコーラボトリング㈱、北海道ビル綜合管理㈱、北海
道防疫燻蒸㈱、北海土建工業㈱、㈱ホベツ運輸、㈱松浦組、㈱まるい弁当、㈱丸弘電化センター、㈱丸正寺沢組、マ
ルトマ苫小牧卸売㈱、丸彦渡辺建設㈱、㈱水堀組、三ツ矢建設工業㈱、㈱ミヤケン、八起㈱、㈱山口技研コンサルタ
ント、㈱山口工業所、山本浄化興業㈱、㈲スマイル保険企画、㈱吉本仏壇店、緑星の里、㈱渡辺工務店、ホテルウイ
ングインターナショナル苫小牧、道南拓地㈱、㈱丸松博愛舎、栗林海陸輸送㈱、苫小牧市手をつなぐ育成会、日本
梱包運輸倉庫㈱、王子ネピア㈱、伊藤組土建㈱、トヨタ自動車北海道㈱

苫小牧市社協特別会員２号会員のご紹介（敬称略）
平成26年11月30日現在

～社協会費へのご協力ありがとうございます～

　会員の皆様から納入いただいた会費は、「安心・安全・福祉のまちづくり」を進め
るための貴重な財源として、高齢者福祉事業や地域福祉事業などに活用しており
ます。ご協力をお願いいたします。
　■特別会員・・・１号会員（個人）　　 年間一口   500円
　　　　　　　 ２号会員（法人・団体）年間一口1,000円
　■普通会員・・・各町内会から町内会加入世帯分　年間一世帯50円

【社協会員・会費のご案内】

売却不動産募集中！！！
まずはご相談ください！！
北海道知事免許胆振（５）第755号

TEL0144－38－3131
〒053－0045　苫小牧市双葉町1丁目9番16号
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　苫小牧市町内会連合会（会長 松原繁次）は、本年、創立50周年を迎えました。
　これを記念して11月5日にグランドホテルニュー王子において、東京農業大学
名誉教授小泉武夫氏を迎え『食と日本人の知恵』と題して、記念文化講演会を、そ
れに引き続き記念式典、記念祝賀会を開催し、多くの来賓と町内会関係者のご出
席により盛大に執り行われました。
　記念式典では、歴代会長の活躍に敬意を表し、第11代会長今成重男氏と第12
代会長溝江敏勝氏のお2人に松原会長より記念の楯が手渡されました。
　苫町連は、次の60周年に向け、新たな一歩を踏み出しました。

苫小牧市町内会連合会は創立50周年を迎えました

一般事業寄付金

愛情銀行

愛の小箱

車いす

物　品

・苫小牧風花の会教育・福祉センター売店

・苫小牧フェリーターミナル開発ストア売店

・グランドホテルニュー王子こぶし
・ブックスメディアン
・百村産婦人科医院
・クローバー薬局元中野店
・出光北海道海上輸送協力会
・みやまの里

　　　　　タオル　　         
・匿名　　おしり拭き      
　　　　　舌ブラシ　           
・匿名　　尿取りパット
・匿名　　紙おむつ　        
　　　　　尿取りパット
・見山白長会
　　　　　拭き布　　　       
　　　　　紙おむつ
・日吉町町内会婦人部
　　　　　拭き布
　　　　　布おむつ　　        
　　　　　紙おむつ　　        
　　　　　紙パンツ　　        
　　　　　尿取りパット
・視覚障碍者福祉協会女性部
　　　　　拭き布
・宮の森町内会女性部
　　　　　拭き布
　　　　　さらし
・苫小牧市女性センターサークル協議会
　　　　　古切手
・押し花サークル杉の子会
　　　　　押し花カレンダー
・日の出三光町内会
　　　　　リングプル
・幸町町内会婦人部
　　　　　拭き布
・匿名　　紙パンツ
　　　　　尿取りパット
・匿名　　肌着
・渡辺寿美子
　　　　　タオル帽子
・日の出三光町内会婦人部
　　　　　紙おむつ

130枚
500枚

3,802枚

13枚
９パック
3本

768枚

・匿名　　浴用車椅子　　　　　　　　　　
　　　　　尿取りパット
・日の出三光町内会
　　　　　リングプル
・桜木町町内会婦人部
　　　　　拭き布　　　　　　　
・青藍会　トイレットペーパー

・タオル帽子講習会受講者一同
　　　　　タオル帽子
・匿名　　紙パンツ　
　　　　　尿取りパット
　　　　　おしり拭き
・青雲町内会・清水鋼鐵（株）
　　　　　リングプル
・匿名　　拭き布類　　     
・日新中央町内会婦人部
　　　　　タオル類　        
　　　　　拭き布　　        
・元中野町内会婦人部
　　　　　拭き布　　      

1 台
120枚

120枚
90枚

300枚
120枚

688枚
40枚
68枚
12枚
226枚

４．４ｋｇ

1,020枚
2,400ロール

43枚
28枚
168枚
４袋

923ｇ
１１．９ｋｇ

・匿名
・匿名
・匿名
・ザ・ノースカントリーゴルフクラブ
・匿名

1台
1台
1台
3台
1台

・苫小牧福島県人会
・北都プロレスチャリティープロレス in 苫小牧

・JP労組苫小牧日高支部ユースネットワーク

・双葉町夏祭り実行委員会
・TOMAJU建設産業イメージアップ委員会

・㈲岡本金物店　
・光洋いきいきクリニック
・苫小牧レクリエーションダンス
・沼田カラオケ教室　
・匿名　　　　　　　　
・苫小牧地方法人会
・匿名　　　　　　　
・見山白長会　　　
・苫小牧東病院
・匿名
・匿名
・匿名
・苫小牧市女性センターサークル協議会

・植苗町内会連合会
・匿名
・明野柳町町内会パークゴルフクラブめいろう会

・出光北海道海上輸送協力会

50,000 円

14,316 円

10,000 円
30,000 円

34,385 円
500,000 円
20,000 円
14,000 円
20,000 円
3,000 円
54,419 円
10,000 円
6,713 円

100,000 円
12,000 円
246,500 円
162,000 円

97,343 円
24,000 円
100,000 円

20,000 円
13,051 円

9,962 円

977枚

1,470 枚
8反

1.4kg

100 枚

5.2kg

3,445 枚
2袋
5袋
18枚

15枚

360枚

6,947 円

33,348 円・第30回聖ルカバザー実行委員会

・グランドホテルニュー王子ハルニレ　 
・金剛園本店　　　　　
・苫小牧市民活動センター受付
・ Ｋ＆Ａクリニック

852円
8,345 円
4,230 円
12,407 円

3,442 円

8,585 円
2,513 円
4,426 円
1,950 円
7,621 円

皆様からの寄付が社会福祉に広く役立っています
～平成26年8月から11月までに寄せられたものです～（敬称略）

皆様の温かい
お気持ちを
ありがとう
ございます。

感謝楯の贈呈



お 知 ら せ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

8

【編集・発行】
社会福祉法人

苫小牧市社会福祉協議会
〒053-0021 苫小牧市若草町３丁目３番８号
　　　　　　市民活動センター1階

・代 表 Tel 32-7111・Fax 34-8141
・在宅福祉課 Tel 38-2251
・市民相談所 Tel 33-2345
・ボランティアセンター Tel 84-6481
・女性センター　　　　　Tel 32-3544
・ホームページ　http://www.tomakomai-shakyo.or.jp
・Eメール　　　 info00@tomakomai-shakyo.or.jp

・苫小牧市共同募金委員会
・苫小牧市民生委員児童委員協議会
・苫小牧市町内会連合会
・苫小牧市老人クラブ連合会
・日本赤十字社苫小牧市地区
・苫小牧市献血推進協議会
・苫小牧市遺族会

●団体事務局

正解者の中から抽選で５名に
図書カード1,000円分をプレゼント！

【応募方法】

クイズ

苫小牧市町内会連合会は創立何周年を
迎えた？問題

社協だより155号（平成26年10月）の答え：「　　　」
合計85通のご応募をいただきました。ありがとうございました。

戸 別

社協だよりを
よーく見てね！

「□□」周年

ハートマQuiz

はがき、FAX、Eメールにて、①クイズの答え②感想やご意見③
氏名④住所⑤年齢⑥電話番号を明記のうえ、「社協だよりハート
マクイズ」係まで、右記の宛先にご応募ください。
締切：平成27年1月31日必着
※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
※感想やご意見を社協だよりに匿名で掲載する場合がございます。
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【問合せ先】 女性センター　TEL32－3544 【申込先】 社会福祉課　TEL32－7111（担当：綱渕）

在宅介護者の集い

ふれあいサロンふれあいサロン
心配ごと出張相談心配ごと出張相談

【問合せ先】苫小牧家庭生活カウンセリング協会
　　　　　TEL36－8580※水・金10時～16時

カウンセリング協会×苫信金×社協のコラボﾞカウンセリング協会×苫信金×社協のコラボﾞ

心の悩みを打ち明けてみませんか？ カウンセラーがお待ちしています。

1月22日（木）13：00～15：00
2月26日（木）13：00～15：00
3月26日（木）13：00～15：00
苫小牧信用金庫北央代理店
（苫小牧市木場町1丁目10－17）
※無料、事前申込み不要

社協の専門相談員が対応いたします

心配ごと、
何でもご相談ください！

1月  8日（木）13：00～15：00
2月12日（木）13：00～15：00
3月12日（木）13：00～15：00
苫小牧信用金庫 沼ノ端支店・澄川支店
※要予約：前日の15時までに申込み下さい

【申込先】市民相談所 TEL33-2345（担当：三河）

心配ごと出張相談心配ごと出張相談

女性センター自主事業受講者募集

①リラックス★夜ヨガ
と　き　1月15・22・29日（毎週木曜日）
時　間　19：00～20：30

と　き　2月5・12・19日（毎週木曜日）
時　間　19：00～20：00

②かんたんエアロ＆ボクササイズ＋
　　　　　　　　青竹リフレッシュ

と こ ろ 　
受 講 料 　
定 　 員 　
託 　 児 　

申込方法　

市民活動センター１階　多目的ホール
①②とも３回で500円
①②とも40名（先着順）
無料、要事前申込（1月7日（水）まで）
※１歳６カ月以上の未就学児
①②とも1月14日（水）まで
料金を添えて女性センター窓口で申込み

男性もOK
悩みや体験をもちより交流して、
　　心身のリフレッシュをしませんか？

日　時

場　所

内　容

対　象
定　員
参加費
申込み

・宿　泊：2月4日（水）10：30～
　　　　　  5日（木）11：00
・日帰り：2月4日（水）10：30～15：30
市民活動センター
（宿泊は登別温泉「登別万世閣」）
講話「在宅介護を少しでも楽にするコツ」、
懇談会など
市内在住で現在、自宅で介護をしている方
宿泊20名、日帰り10名（各先着順）
宿泊3,000円、日帰り500円
1月6日（火）～1月19日（月）
※8：45～17：15、土日祝日は除く

つなぶち
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	社協だよりP5
	社協だよりP6
	社協だよりP7
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