
ホームページを
ご覧ください！ 社協の仕事をお伝えする『社協フェイスブック』運営中！！

仲間と集まり
� にっこり笑顔！

地区社協とは…
　同じ地区で生活する住民同士でいろいろなつながりを結び、地域のみなさんが主体となり活
動をしている組織です。
　地域で暮らす人たちが、「自分たちの暮らしや街をどうしていきたいか」という視点で地域の
課題を見つけ出し、安心して笑顔で暮らせるまちづくりのため活動をしています。

国分おしゃべりサロンの様子

※「地区社協」とは地区社会福祉協議会の略称です。

ぬくもり通信は、点字版と音声版も用意しています。ご希望の方は社協まで。
音声版は、ホームページにて聞くこともできます。

「社協」とは社会福祉協議会の略称です　※この広報誌は皆様からの会費と広告掲載収入を財源として発行しております。
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つながり・いっぱい！
海老名の地区社協！

下今泉地区社協
わかば

下今泉

サロンで買い物支援！地域の方が作った地
場産野菜と障がい者の方が作ったパンの販
売はとても好評です。野菜づくりや買い物
を通じて、地域の輪が広がっています。

河原口地区社協
河原口

月３回のサロンをはじめ、カローリン
グ大会や子ども映画会など、小さな子
どもから高齢者まで住民みんなが交流
できる事業を展開しています。

上今泉地区社協
ふれあいかみいま

上今泉

地域のチームワークのもと、お困りご
との支援やサロン活動を２拠点で取り
組むなど、「お陰様とお互い様の地域」
を目指して幅広く活動しています。

中新田小学校区
ふれあい推進委員会

中新田・さつき町

「ひだまりサロン」は地域の居場所として�
１３年！毎回多くの参加者があり、地域のつ
ながりが深まっています。子どもから高齢
者まで、さらにはえびな支援学校の生徒と
の交流を大事に活動しています。

地区社協ではさまざまな取り組みをしています
例えば…

など

地域の
課題を
話し合い

サロンや
茶話会で
地域の交流

地域の
見守り

サロンの場所は
医療・介護・生活資源総合検索システムでも探せるよ！
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柏ヶ谷地区
ふれあい委員会

柏ヶ谷

地域の様々な団体や事業と協力・
連携・支援をしあいながら、茶話
会や健康ストレッチサロンなど地
域の居場所づくりを行っています。

東柏ヶ谷四丁目
地区社協かがやき

東柏ヶ谷四丁目

茶話会やサロン・かがやき食堂など閉
じこもりがちにならないための地域の
居場所づくりや、三世代交流として親
子交流サロンなどを行っています。

大谷地区社協
みんなのひろば

大谷

「輪」と「和」を大切に健康づくり！
設立１０周年を迎え、元気な生活を維持
するために気軽に参加できるイベント
を企画しています。

国分寺台樽井
まちづくり会

国分寺台３・４・５丁目

長らく休止していた夏祭りを復活！
住民同士の交流が図れるよう地域に
根差した活動をしています！

国分北一・二丁目地区
社協ふれあいひろば

国分北一・二丁目

地域のふれあいの場となることを目指
し、ボランティアさんがサロン・イベ
ント・福祉相談・生活支援の４つの部
会にわかれて活躍しています。

海老名国分
地区社協

国分・望地・中央・勝頼

１２自治会エリアの大きな組織力で
様々な考えや知恵を結集させ一緒に
活動する仲間「おせっかいさん」を
増やします。

東柏ヶ谷三丁目
地区社協ささえ愛

東柏ヶ谷三丁目

ささえ愛の輪を広げようをテーマ
に、芋煮会や世代間交流など垣根
を超えた地域づくり・居場所づく
りを目指しています。

東柏ヶ谷五丁目
地区社協つながり

東柏ヶ谷五丁目

みんなが楽しく集える地域交流の場と
して健康体操やサロン、子ども食堂な
どを行っています。

国分寺台
地域福祉協議会

国分寺台１・２・３丁目

地域の有志が自前で作った福祉活
動は１６年の歴史を持ち、「共助の
できる街づくり」を指針として活
動しています。

浜田地区社協
ぬくもり

浜田

住民同士のふれあいを大切に、サロ
ンやイベントが盛りだくさんです。
「いつでも誰でもが集える場所」を
目指しています。

東柏ヶ谷六丁目
地区社協きずな

東柏ヶ谷六丁目

サロンや茶話会などを実施し「きずな」
の精神で地域の皆さんの憩いの場づく
りを行っています。
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問い合わせ・申込 ☎ ２３２−１６００　FAX ２３２−９５６１

星谷学園　星谷まつり
夏休み　ボランティア募集

夏休み

場　所：杉久保南３−３１−８
　　　　障害者支援施設　星谷学園
日　時：９月７日（土）
　　　　午前９時〜午後５時
対象者：１８歳以上の方
人　員：２０名
内　容：�模擬店手伝い・園内清掃・テ

ント設営・学園利用者付き添
い。終了後片づけなど

その他：昼食（軽食）を用意します。
　　　　交通費支給はありません。
問い合わせ：星谷まつり実行委員会
　　　　　　担当　内山・大矢
� ☎２３８−８００４　FAX ２３８−１７０６

　子育て支援に関心のある方、子育て中のお母さんを応援したいと思っている方、ど
なたでも結構です。『保育ボランティア』について、一緒に学んでみませんか？
　講座をすべて受講された方は、社協・えびな市民活動センターの保育ボランティアとし
て登録し、市主催の講座や講演会などの保育ボランティアとして活躍していただけます。

ボランティア入門講座のご案内

点字を学び、目の不自由な方のお役に
立ってみませんか。
日時　９月１１日〜１０月９日
　　　午前１０時〜正午
　　　毎週水曜日　全５回
場所　総合福祉会館
費用　無料
定員　２０名（先着）
主催　海老名市点訳グループみのりの会
※講座終了後、応用講座があります。
　テキスト代（１，４００円＋税）がかかります。

点字入門講座
目の不自由な方に本や広報などの様々
な情報紙を読んで伝える声のボラン
ティアです。

耳の不自由な方とのコミュニケーショ
ンに必要な筆記通訳を学びます。

日時　９月１８日〜１１月２０日
　　　午前１０時〜正午　
　　　毎週水曜日　全１０回
場所　総合福祉会館
費用　６４８円（テキスト代）
定員　２０名（先着順）
主催　海老名市音声訳ボランティア
　　　矢ぐるまの会

日時　１１月１日〜１２月６日
　　　午後１時３０分から３時３０分
　　　毎週金曜日　全６回
場所　総合福祉会館
費用　無料
定員　２０名（先着順）
主催　筆記通訳 風
※無料公開講座があります。

音声訳入門講座 筆記通訳入門講座

〜ボランティア活動を始めたいがどんなことをしようかと悩んでいたら、
まずは入門講座を！〜

〜楽しく学ぶ〜　保育ボランティア養成講座（全２回）

　この講座は、えびな市民活動センタービナレッジ・アドバイザーネットワーク神奈川・
社協の共催企画講座となっております。

場所：総合福祉会館　定員：３０名（先着順）※市内在住在勤の方対象　　費用：無料

内　容
９月４日（水）
午前１０時から正午

❖（社福）プレマ会　えびなの風保育園　園長　林　まち子氏
　室内で保育・見守りをする際に気を付けること
　〜子どもに起きやすい事故の予防と怪我の対応〜
❖海老名市立有馬図書館　司書
　子どもの心をぐっとつかむ絵本の読み聞かせ方
　〜１歳〜３歳児むけのプログラム実演、実演体験〜

９月１１日（水）
午前１０時から正午

❖NPO法人　日本わらべうた協会　理事長　田村洋子氏
　わらべうたあそび
　〜手遊びやお手玉などを使ってうたを唄いながら実践体験〜
❖アドバイザーネットワーク神奈川　根岸美穂氏
　ボランティアの基本について
　〜ボランティアを始める前の基礎知識や活動上の注意事項〜

３２℃の水温で血圧安定！

☎(０４６)２３８−８７８０

高座施設組合屋内温水プール
利用料金

利用時間

休 館 日

駐 車 場

大人 ４００円 小人１００円
高齢者（６５歳以上）２００円

９時３０分〜２０時３０分

月曜日 （祝日の場合は、その翌日）
１００台無料

海老名市本郷２０−１

海老名中央医院の分院、メンタルクリニック
海老名駅西口より２分、ららぽーと向かい。
不眠、うつ、不安、認知症などの診療対応。都内院長、基幹病院副
院長などのスタッフ在籍。お気軽にご相談ください。
診療時間 月 火 水 木 金 土 日・祝

１０：００〜１３：００ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ／
１５：００〜１８：００ ○ ○ ○ ○ ○ ／ ／
診察のご予約は事前に承っております。　

海老名中央西口分院　TEL：０４６−２４０−７２２４
〒２４３−０４３６　神奈川県海老名市扇町５−８ TクレストⅣ ２０３号
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まずは、お気軽にご相談ください【相談無料】
ボランティア相談
《ボランティアセンター》

問い合わせ　☎２３２−１６００ 問い合わせ　☎２００−９８３３ 問い合わせ　☎２００−７５６５

成年後見総合相談
《えびな成年後見・総合相談センター》

障がい相談
《Ｋ.Ｔ.Ｓ.》

内容▶�趣味を生かしたボランティア活動
をしたい。

　　▶�○○で困っていて、ボランティア
を頼みたい。

　　▶�どんなボランティア団体がある
の？

日時　◦�平日／午前８時３０分〜午後５時１５分

場所　総合福祉会館内

内容▶�成年後見って、どんな制度？利用
するための手続きは？

　　▶�一人暮らしで認知症になったらお
金の管理をどうしよう？

　　▶�弁護士・司法書士・社会福祉士等
の専門職相談（事前予約制）

日時　◦平日／午前９時〜午後５時
　　　◦�第１・３土曜日／午前９時〜正午

（事前予約制）
場所　市役所西棟社協事務所内

内容▶�障がい相談（障がいを抱える方やご家族
の日常生活上の問題についての相談）

　　▶�当事者によるピアカウンセリング
相談（事前予約制）

日時　◦平日／午前8時３０分〜午後５時１５分
　　　◦�第１・３土曜日／午前８時３０分

〜正午（事前予約制）
場所　市役所１階

※�ピアカウンセリングとは、障がいのあ
る人同士がお互いにカウンセラーとな
り、率直に話し合うことです。

第４回 海老名３館フェス！！
〜今年は秋にやります〜

　今年の３館フェスは１０／５（土）、１０／６
（日）の２日にわたって開催！
※総合福祉会館は１０／６（日）に実施。
　詳しい内容は、決まり次第、ホームページ
などでお知らせいたしますのでお楽しみに！

　「海老名３館フェス」と
は、総合福祉会館・文化会
館・中央図書館の３館が太
陽のように海老名を照らす
存在でありたいという思い
を込めて太陽のSUNと館
（やかた）の「カン」のCAN
をかけました。

えびな　　　 お裾
すそ

分
わ

けクラブ元気

「介護ボランティアポイント
制度」で介護予防

　市内の介護施設や高齢者宅などで、社会貢献活動を行うことで生きが
いづくりや介護予防につなげる事業です。活動ごとにポイントが貯まり、
貯まったポイントを特産品等と交換します。下記のとおり説明会を開催
しますので、ご参加ください。
≪対　象≫　市内在住の６５歳以上の方
≪持ち物≫　印鑑（シャチハタ可）、介護保険証
≪申　込≫　開催日の２日前までに、
　　　　　　電話にて申込み

現在１６０名のクラブ員が活動中！

＜お手伝いの内容＞
お話し相手・
施設での配膳、
下膳・散歩付き添い・
レクリエーションの
お手伝いなど…

開催日 時　間 場　所
７月１７日（水） 午後２時〜４時

総合福祉会館９月１０日（火） 午前１０時〜正午
１１月２０日（水） 午後２時〜４時
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平成30年度　事業・決算報告
　平成３０年度は、社協の新たな役割として、下記３点を柱に、地域住民がお互いにささえ合う体制づくりや障がい者の相
談・就労支援に重点を置き、事業を展開しました。主な事業は以下のとおりです。

◉介護予防の普及推進　◉高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進　◉障がい者のライフスタイルに即した支援

★こころとからだの健康教室
　「ともの輪」実施

★障がい相談窓口
　K.T.S.開設

★「いきいきカレッジ」開講

★就労チャレンジ事業の実施

　介護予防の普及推進を目的に、市内１３か所で実
施しました。こころとカラダがともに健康になる
ことを目標に、体操指導のほか参加者同士のつな
がりづくりをお手伝いしました。

　相談や傾聴を通じ、相談者の不安軽減や各種関
係機関へつなぐ、パイプ役として活動しました。

　健康づくりや仲間づくり、福祉の基礎知識の習
得、地域を知るためのフィールドワークをとおし、
高齢者自身が福祉の担い手として住み慣れた地域
でいきいきと活躍できるようになることを目指し
ています。３０年度は、第１期生として２８名が修了
しました。

　事業所等に通う障がい者を対象に、就労に向け
ての職場・業務体験を実施しました。

◉貸借対照表

資産の部 １３９，９９３，５１８
負債の部 ４９，２６６，０３７
純資産の部 ９０，９９１，９４６

資産の部合計 １３９，９９３，５１８ 負債及び純資
産の部合計 １４０，２５７，９８３

こころとカラダの健康教室　ともの輪 いきいきカレッジ K.T.S.相談窓口

◉収入内訳 単位：円
項目 金額

会費収入 ７，６２１，０５０
寄付金収入 ２，４３７，８２０
市補助金収入 １０９，３７１，２５６
共同募金配分金収入 １０，１７８，４３０
受託金収入 １３３，６７９，０８０
事業収入 ５，８８８，６００
介護保険事業収入 ６５６，６０８
障害福祉サービス等事業収入 １６，３１０，８６３
積立資産取崩収入 ８，５３２，７８７
その他の収入 １，８３０，５９１
前年度繰越金 ２６，０３０，２２０
合計 ３２２，５３７，３０５

◉支出内訳 単位：円
事業名 金額

一
般
事
業

法人運営事業 ９９，８４７，３８０
企画広報事業 ４，４９９，７４６
助成事業・援護事業 ３，０３６，５００
地域福祉活動推進事業 ３９，９９４，０５０
生活支援体制整備事業 ２４，９９０，０００
担い手養成事業 ３，３０８，０００
ボランティアセンター活動事業・災害救援活動事業 ３，２７７，８６４
共同募金推進事業 １，４４８，７５０
福祉サービス利用援助事業 １０，６６５，２３１
外出支援事業・福祉人材育成事業 ３３，０２１，９３９
資金貸付相談事業 ２，９６６，９６９
ふれあい基金運営事業 ８，７１２，２８０
介護予防普及啓発受託事業 １２，７１４，８４４
地域包括支援センター事業 ２５，９３５，６７９
認知症対策事業 １５８，９４０
会館等管理運営事業 ２２，１２２，５１６
障がい者支援事業 １１，６２６，６８７

介
護
保
険

事
業

居宅介護支援事業 ２，２３９，０００
訪問介護事業 ３，２０４，０００
通所介護事業 ５０５，０００
障害福祉サービス事業 １５，３７５，４１９
内部取引相殺 ２９，５７６，８０４

合計 ３００，０７３，９９０

�

983

※収支差額の２２，４６３，３１５円は次年度繰越金とします。

（6）



・食生活改善推進団体えびな会
・海老名精神保健福祉促進会「２πｒ」
・海老名市身体障害者伸生会
・海老名女性支援電話「そよ風」
・福祉グループ「たけのこ」
・手をつなぐ育成会

・海老名市点訳グループみのりの会
・神奈川銀鈴会
・海老名市誘導ボランティア虹の会
・海老名市母子寡婦福祉美苗会
・海老名市障害者団体連合会
・海老名たんぽぽの会

・詩吟駒草会
・海老名市音声訳ボランティア矢ぐるまの会
・關　孝明
・内藤　始
・小賀坂郁男
・匿名３名

賛助会員に加入された皆さま
　令和元年５月３１日現在４７，０００円の賛助会費をいただきました。社協の事業へのご理解・ご協力に感謝申し上げます。
５月３１日までに加入された皆さまをご紹介します。（順不同・敬称略）

賛助会員は、随時募集しています。個人、団体、法人いずれでもご加入が可能です。これまで同様、地域福祉を支え
るための皆さまのご支援をお願い申し上げます。� 問い合わせ　総務企画グループ　☎２３５－０２２０

平成３１年４月１日〜令和元年５月３１日
社会福祉協議会に寄附してくださった方を紹介します。皆さまからのご支援、誠にありがとうございます。

梶谷産業株式会社（２回）�� �２０，０００円
ライオンズ国際協会　海老名ライオンズクラブ�� �３０，０００円
海老名市中央地区民生委員児童委員協議会�� �２，８２９円
海老名商工会議所会員親睦ゴルフ大会実行委員会�� �１１６，３２０円
寄附金仕様自動販売機による寄附（※）
　㈱伊藤園�� �２３２円
　コカ・コーライーストジャパン㈱�� �６，１１５円
匿名�� �３，０００円

えびな消費者の会（２回）�� �雑巾５０枚
� 雑巾２０枚、ティッシュペーパー７０箱、使い捨てゴミ箱３００個
一般財団法人明治神宮崇敬会海老名支部�� �洗剤セット２０箱

【お金を寄附してくださった方】敬称略

【物品を寄附してくださった方】敬称略

（※）寄付金仕様自動販売機とは、売上の一部が寄付金に還元されるしくみの自動販売機です。現在社協では、寄付金仕様自動販売機
の設置にご協力いただける方を募集しています。

商工会議所会員親睦ゴ
ルフ大会にて、参加され
た皆さんから寄付をい
ただきました。

いただいた雑巾、洗剤を社会
福祉法人星谷会へ配分しまし
た。「運営する障がい者施設
で活用します。本当に助かり
ます。」と同法人から声をいた
だきました。

ホームヘルパー募集
有償運送サービス（セダン型）
ボランティアドライバー募集！！

私たちと一緒に働きませんか？

業務内容：障害者総合支援法におけるホームヘルパー業務
勤務日時：月〜日　午前７時〜午後１０時
対　　象：�週３日程度勤務可能な方で、介護職員初任者研修

（旧ホームヘルパー２級）又は介護福祉士資格所有者
待　　遇：�時給１，１００円〜１，５２０円、賞与年２回、交通費規程

支給有。その他、海老名市社会福祉協議会規程に
よる。

勤�務�地：�海老名市内の利用者宅（自宅から対象者宅まで直
行直帰）

応募方法：�電話連絡の上、履歴書をご持参ください。後日面
接有り。

問い合わせ　総務企画グループ　☎２３２−１６００

　公共交通機関では外出が困難な方を、ご自身の車で送迎を
する有償ボランティアドライバーを募集しています。
　高齢の方や、障がいのある方で、家に閉じこもりがちな方
のために、そして、あなた自身の生きがいづくり・健康維持
のために、はじめてみませんか？　興味のある方はまずご連
絡をください。

《福祉有償運送の運転者の要件》
　○�普通免許取得後１０年以上経過し
た方で７５歳以下の方

　○�２年以内に行政処分（免許停止）
を受けたことがない方

　○普通自動車をお持ちの方
　○�国交省が発行するテキストに基
づく研修を受講した方、及び
２ヵ月以内に受講予定の方

　　（�受講料８，０００円のうち、４，０００円
を社協が負担します。）

栗コーダーカルテットコンサート
海老名３館フェス 小ホールの音楽会・秋

NARUTRIO JAZZ LIVE!!
10/5
2019年

（土） （金）2019年10/18
【主催・お問い合わせ】 海老名市文化会館 ☎０４６−２３２−３２３1（１０：００〜１７：３０）　【後援】海老名市／海老名市教育委員会

●１回目（０歳からOK）　開演１１：３０（開場１１：００）
　一般１５００円　３歳〜中学生５００円（税込）
●２回目（４歳からOK）　開演１４：３０（開場１４：００）
　一般１５００円　６５歳以上１０００円　４歳〜中学生５００円（税込）

チケット　一般２０００円　６５歳以上１５００円　学生１０００円
　　　　　※要学生証提示　※未就学児入場不可

開演１４：００（開場１３：３０）

問い合わせ　
　総務企画グループ　
　☎２３２−１６００
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≪参加対象≫　�海老名市在住又は在学の中学生、高校生、専門
学生、短大生、大学生　※オリエンテーション・
報告会に参加できる方

≪定　　員≫　１５０名　　≪費　　用≫　無料

≪申込方法≫　�総合福祉会館又は社協ホームページより「参
加申込書」を入手、記入のうえFax又は直接�
ボランティアセンターまでご持参ください。

≪問い合わせ≫　総務企画グループ　☎２３２−１６００

参
加
概
要

広告主募集！！ 〜企業・お店の紹介や宣伝広告にご活用ください〜

夏休みを利用していろいろなボランティアを体験しよう！

夏休みユースボランティア活動
体験

2019 in ebina

オリエンテーション
７月１９日（金）午後３時〜４時３０分

ボランティア体験
７月２２日（月）〜８月２１日（水）

体験報告会
８月２２日（木）午後３時〜４時３０分

ともしびショップぱれっと

ジェルキャンドルセミナーのお知らせ
　一般的なロウを使うキャンドルは白く硬い質感に仕上がりますが、ジェル
キャンドルは、透明で弾力があるのが特徴です。
　また冷えても硬くならないので、プルプルのゼリーのような質感をいつま
でも楽しむことができ、簡単に作ることができます。『ともしびショップぱ
れっと』で新しく出会ったお友達と、楽しいひと時を過ごしましょう。

日　時：８月２６日（月）
　　　　　　２７日（火）
　　　　午前１０時〜１１時３０分（受付９時３０分）
　　　　※いずれか１日
場　所：市役所　１階　ともしびショップぱれっと
参加費：１，３００円（ジェルキャンドル代）
定　員：１日あたり１２名（先着順）
講　師：仲亀　さやか氏
申　込：地域支援グループ　☎２３５−０２２０

　夏のひと時、総合福祉会館で映画＆花火の鑑賞を楽し
みませんか？
　お父さん・お母さん・おじいちゃん・おばあちゃんな
ど家族みんなで楽しめる作品となっております。上映
会申込者には当日総合福祉会館で実施するあつぎ鮎まつ
り花火鑑賞会チケットを配布させていただきます。
上映日：８月３日（土）
　　　　１部�午後１時から
　　　　２部�午後３時３０分から
場　所：総合福祉会館１階
　　　　娯楽室
対　象：市内在住在勤の方
　　　　各５０名（先着順）
費　用：無料
申　込：総務企画グループ
　　　　☎２３２−１６００

●ともしびショップぱれっと
市内障がい者が仲間や地域の方々とふれあいながら働いています。
運営については社協が海老名市手をつなぐ育成会に委託しています。

７月９日（火）９時〜
電話申込みスタート！

総合福祉会館指定管理事業

ほっとシネマサロン！！
上映作品は「ボス・ベイビー」です。

お子さんでも
できる！

手が
汚れない！

※�座席に限りがありますので、事前申し込みが必要となります。ま
た、幼児及び小学校低学年のお子様については、保護者・引率者
の同伴をお願いいたします。

保育コース

［場所］ふたば愛子園、さがみ愛子園、たちばな保育園、下今泉保育園、
かしわ台あおぞら保育園、えびなの風保育園

保育園で、園児の遊び相手や絵本の読み聞かせ、着替えの手伝いなどの保
育ボランティア体験をしていただきます。

学童コース

［場所］学童保育Anchor

国分寺台にある学童保育で、子どもたちの遊び相手や勉強を教える等の
ボランティア体験をしていただきます。

自然環境コース

［場所］カワラノギクを守る会（県立三川公園）

県立三川公園に自生しているカワラノギクを守る会の環境保全活動を通
じて自然環境を守ることの大切さ等を学んでいただきます。

環境国際交流コース

［場所］チャリティーショップWEショップえびな店

リサイクルショップで物品販売の手伝い等のボランティア体験をしてい
ただきます。

地域交流コース

［場所］大塚ふるさとまつり保存会、下今泉地区社協「わかば」盆踊り大
会、総合福祉会館シネマサロン／花火鑑賞会

地域のお祭りや盆踊り等のイベントを通じて、地域の方と交流しながら出
店の手伝い等のボランティア体験をしていただきます。

福祉コース

［場所］□高　えびな北・南高齢者施設、特別養護老人ホームさつき・和
心、中心荘第一・第二老人ホーム、デイサービスエンゼルあきちゃん
□障　星谷学園、障害者支援センターあきば、はぁとすまいる

高齢者施設や障がい者施設で、外出介助・日中活動の参加、洗濯物たたみ、話
し相手、シーツ交換、行事手伝い等のボランティア体験をしていただきます。

　下記のボランティア体験コースの中から自分のやってみたい活動や活動先を選んで申し込むことができます！
ボランティアに興味はあっても、なかなか一歩を踏み出せなかった方やボランティア初心者の方も安心して参加できます！
この夏、ボランティア体験をチャレンジしてみてはいかがですか。

体験プログラムの詳細については、ホームページ・Facebookをご覧ください!!

DreamWorks�The�Boss�Baby�©２０１８�
DreamWorks�Animation�LLC.�All�Ri
ghts�Reserved.�(C)２０１８�Universal�St
udios.�All�Rights�Reserved.
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ぬくもり通信は、点字版と音声版も用意しています。ご希望の方は社協まで。
音声版は、ホームページにて聞くこともできます。

「社協」とは社会福祉協議会の略称です　※この広報誌は皆様からの会費と広告掲載収入を財源として発行しております。
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