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東員町社会福祉協議会だより
ふれあいネットワーク

〒511-0251 東員町大字山田2013　TEL 76-1560　FAX 76-1559

Ｅメール fukushi@toinshakyo.or.jp　HP http://www.toinshakyo.or.jp

発行日／平成26年4月18日　編集・発行／総務福祉係

平成26年 春号

卒業おめでとう卒業おめでとう

第３８期シニアカレッジ教養学部卒業生

平成25年度（第38期）東員町シニアカレッジ教養学部34名の方が卒業されました。
この講座で学んだ知識や交流を活かし地域で活躍されることを期待しています。

今年の募集要項はP4～5にあります。
東員町のことをもっと知りたい方・定年後何をしようか悩んでいる方・

地域デビューを考えている方など、ぜひ、ご参加ください。

～5にあります

第３８期シニアカレッジ

小川嘉和シニアクラブ連合会長から
お祝いの言葉をいただきました

修了証書授与式の様子
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平成26年度 事業計画・予算

法人運営部門
●理事会・評議員会の開催・監査の実施
●戸別会員・特別会員の募集
●あり方検証委員会の開催
●防災委員会の実施
●職員研修の強化　　　　　　
●日赤社資増強運動の実施　　など

新規事業
地域ボランティア制度事業の受託

重点事業

　高齢者の方などが、指定のボランティア受入施
設等でボランティア活動を行うことにより、自ら
の生きがいづくりや介護予防を促進することを目
的に実施します。

看取り介護の啓発
　在宅で看取りができることを周知し、「地域で
生ききる」意識を啓発します。

町内福祉事業所連絡協議会の創設
　町内福祉事業所間の情報交換と福祉職員の資質
向上、地域の福祉課題解決のため、分野を超えた
福祉専門機関のネットワークをつくります。

ふくしdeまちづくりプロジェクト
　身近な場所（＝地域）で自分らしく誇りをもっ
ていつまでも「まちの一員」として暮らしたいと
いう願いの実現を目指し、共助のしくみづくりに
取り組みます。
主な取り組み内容
●福祉のつどいの開催（参加型の講座を開催し、福
祉への理解を深めます）

●地域福祉座談会の実施（地域の福祉課題を話しあ
い、課題解決に向けた具体的な取り組みを進めて
いけるよう支援を行います）

●担い手養成（地域福祉活動の推進役として多様な
参画者を養成します）

●活動支援（具体的な福祉課題解決の取り組みに対
して助成します）

●地域福祉推進協議会（地域で解決できない課題に
ついて情報交換と協議を行います）
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地域福祉推進部門
●障がい児者のつどい
●配食サービスの実施
●家族介護教室の開催
●ひとり親家庭ふれあい交流会の開催
●心配ごと相談・無料弁護士相談の開催
●災害ボランティアセンター研修事業
●共同募金委員会の活動支援及び助成　　など
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サービス利用生活支援部門
●総合型介護予防事業
●介護タクシー助成事業
●地域福祉権利擁護事業
●車いす・スロープ無料貸出事業　　など
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介護保険サービス・
障がい者福祉サービス部門
●訪問介護事業
●通所介護事業
●居宅介護支援事業
●障がい者訪問介護事業
●日中一時支援事業
●障がい者の相談支援事業とサービス利用計画
の作成　　など
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事業内容

予算

収入
合計

227,982千円

会費 3,950千円
寄付金 3,601千円

町補助金 31,517千円

受託金 18,857千円

貸付事業 150千円
共同募金配分金
3,092千円
負担金 2,475千円

介護保険
136,046千円

事務費 4,868千円

自立支援費
9,615千円

利用料 905千円
雑収入 534千円
受取利息 269千円

前期末支払資金残高 10,818千円
経理区分間繰入金 6,153千円

予備費 1,381千円

貸付事業 150千円

事業費 50,054千円

助成金 4,366千円
負担金 313千円

経理区分間繰入金 6,153千円
退職共済 7,167千円

固定資産取得 2,293千円

支出
合計

227,982千円

人件費
151,237千円
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東員町社会福祉協議会戸別会費および
日本赤十字社社費の募集

東員町社会福祉協議会戸別会費および
日本赤十字社社費の募集

東員町社会福祉協議会戸別会費および
日本赤十字社社費の募集

　社会福祉協議会は、地域の中での住民による支え合い・助け合い活
動の推進とその支援を重要課題に掲げ、それに関連した取り組みを中
心に据えて事業を展開しています。その事業財源は、町補助金などの
ほか、会員（町民）の皆様からの貴重な会費・寄付金収入等により賄
われています。本事業の実現のためにも社協戸別会費（500円 目標
額）の納入にご協力をいただきますようお願いいたします。

問い合わせ先　㈱デンソー大安製作所 総務（ボランティア支援窓口：森）　TEL 87‒1221

にご協力を！

社会福祉協議会戸別会費にご協力をお願いします

　5月は赤十字月間です。赤十字社は愛の献血をはじめ、難民救済な
どの国際活動から国内の災害救護など、博愛の理念を持って活動して
います。
　毎年、町民の皆様の温かいご協力をいただいているところですが、
今年も一世帯あたり「500円以上」の社費を目標とさせていただきま
すので一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

日時　5月24日（土）9：00～12：00（雨天決行）
場所　㈱デンソー大安製作所　健保体育館
　デンソー社員によるボランティアグループが中心となり「海
外支援衣料回収活動」を実施します。どうぞ、温かいご支援と
ご協力をお願いいたします。

日本赤十字社社費ご協力をお願いします

平成25年度実績 社協普通会費
日本赤十字社社費
（内 東員町分区交付金）

2,950,837円
2,962,323円
537,118円

……………　
………　
……

各地域で社協の取組内容についての広報をしています

シニアカレッジなど地域人材育成にも活用されています

ダンボール1箱につき、海外運送費として1,000円以上の
カンパをお願いします！
※衣料を海外に送る費用は、みかん箱大1箱1,500円かかります。

衣料回収

東日本大震災
被災地支援！

ベルマーク回収

衣類はダンボール箱・紙袋・ビニール袋などに詰めてお持ちください

下着、靴下、パジャマ、タオル、タオルケット、シーツ
毛布、ズボン、ジーンズ、Tシャツ、ポロシャツ、
トレーナー、セーター、ブラウス、カーディガン、
ジャンパー、コート、子供服 ※子供服は身長80㎝以上のもの

新　品 …
洗濯済 …

スーツジャケット、ブレザージャケット、スカート、ワンピース、
和服、ベビー服、ベビー用品、布団、靴、カバン、雑貨、
小物類（ネクタイ、ベルト、帽子、手袋、マフラーなど）

取扱い対象

取扱わないもの

お願い

※いずれも、シミや傷みの無いものでお願いいたします。

　今回も引き続き、東北支
援ベルマーク回収を合わせ
て実施します。
　ご家庭にある「ベルマー
ク」をぜひお持ちください。

★使用済みプリンタインクカ
ートリッジも「ベルマーク」
対象です（5点分／ヶ）。
　対象品…キャノン・エプソ

ン・ブラザー（純
正品のみ）

ク回収
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（1）「教養学部」の1学部で構成
（2）60歳以上の方を対象にした、シニア世代専用の生涯学習講座
（3）仲間づくり、生きがい、社会参加のために学び、交流する場

東員町シニアカレッジとは…

募集要項
1．受講資格

町内に在住する60歳以上（4月1日現在）の町民
2．申し込み方法

●申し込みは、先着順となります。
●下記の申込書に必要事項を記入し、官製はがきと一緒に提出してください。
●官製はがきには、必ず表に自分の住所・氏名をお書きのうえ提出してください。
●シニアクラブに加入されている方には、一般公募枠とは別に、特別申込枠がありますので、詳しく
は所属するクラブの会長さんにお問い合せください。
●第38期までの卒業生は受講できません。（※学部が異なる場合は可）

3．申し込み期間
平成26年4月21日（月）～5月16日（金）　（※土・日・祝日は除く）

4．受付時間
午前8時15分～午後5時

5．定　　員
教養学部45名（うち一般公募は20名）

6．注意事項
●受講確定後にキャンセルした場合、平成26年度受講者として受講登録されるため、教養学部は今後
受講できません。
●開講となった学部を受講される方には、開講後の円滑な運営のために、申込用紙に記入していただ
いた個人情報のうち、「氏名」「住所」「電話番号」を明記した一覧表を、講師及び受講生全員に配布い
たしますので、あらかじめ同意のうえお申し込ください。
●持ち物は筆記用具です。昼食が必要な場合は各自でご準備ください。
●受講料は無料ですが、受講内容によって実費が必要な場合があります。
　（実費負担の詳細については、実施するなかで随時ご案内いたします。）
申し込みをされる前の注意事項（教養学部）
●卒業要件として、全15回中（卒業式除く）、10回以上の出席が必要です。
●他事業との連携を図る観点から、特別講義を開催することもあります。

7．申込・問い合わせ先
東員町社会福祉協議会 総務福祉係
TEL76-1560　FAX76-1559　Eメール fukushi@toinshakyo.or.jp

東員町社会福祉協議会長 様
平成26年度シニアカレッジを受講したいので申し込みます。 （申込日）平成26年　　月　　日

住　　所
東員町

氏　　名
（ふりがな）

生年月日 年　　　月　　　日

電話番号 －

受講生
募集

第39期 第39期 東員町東員町シニアカレッジシニアカレッジ
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平成26年度 東員町シニアカレッジ 教養学部一覧表
月　日 時　間 会　場

6月26日（木）

7月10日（木）

8月21日（木）

9月
（※詳細は後日）

10月9日（木）

11月13日（木）

12月11日（木）

1月8日（木）

2月12日（木）

3月5日（木）

10：00～11：00

10：00～11：30

13：00～14：30

10：00～11：30

13：00～14：30

未定

8：00～18：00

10：00～11：30

13：00～14：30

10：00～11：30

13：00～14：30

10：00～11：30

13：00～14：30
10：00～11：30

13：00～14：30

10：00～11：00

保健福祉センター

保健福祉センター

議会議場

町外

総合体育館

保健福祉センター
大会議室

保健福祉センター
大会議室

保健福祉センター
大会議室

保健福祉センター
大会議室

保健福祉センター
大会議室

保健福祉センター
大会議室

入学式

9月定例議会見学

修学旅行

教育行政と生涯学習について学びます。

健康体操やニュースポーツを通じ仲間と楽
しく体を動かしながら、心身の健康と介護
予防について学びます。

自己紹介、シニアカレッジの趣旨、参加方
法、修了認定、費用負担方法などを説明し
ます。

東員町の地域支え合いの現状について学び
ます。
いきいきと健康に生活するための秘訣につ
いて学びます。
東員町の高齢化の現状と取り組みついて学
びます。
地域での実践活動について学びます。
成年後見について学びます。

卒業式

これまでを振り返り、学んだこと、感じた
ことを皆で対話し、相互理解を深めます。

東員町の現状とこれからの展望について学
びます。
議会の仕組みと、東員町議会の活動につい
て学びます。
第2の人生の楽しみ方（地域デビュー）に
ついて学びます。

科 目
式典

オリエン
テーション

政治

議会

交流

議会

社会

教育

体育

医療

生活

介護

地域
法律

振り返り

式典

内　　容

日時　5月22日（木）9：30～12：30
場所　ふれあいセンター 研修室
内容　ボディマッサージでゆったりとした時間を過ご

し（おひとり20分）、コーヒーを飲みながらお
しゃべりしましょう。

参加者募集 ～介護者リフレッシュ事業～参加者募集 ～介護者リフレッシュ事業～

時 （木）
ボディマッサージ＆おしゃべり会

日時　6月26日（木）10：00～12：00
場所　ふれあいセンター 研修室
内容　おむつの使用に迷っている人、おむつのトラブ

ルが心配な人。排泄に関するさまざまな悩みや
質問に、介護のプロがお答えします。実践を通
じておむつ交換のコツを学びましょう。

参加料　無料
対象者　高齢者を介護している家族
※おしゃべり会だけの方も、初めての方も、ぜ
ひご参加ください。
※ふれあいセンターまでの交通手段にお困りの
方は、社会福祉協議会までご相談ください。
受付先・問い合わせ先
　東員町社会福祉協議会
　TEL 76‒1560　FAX 76‒1559
　Eメール fukushi@toinshakyo.or.jp 
※FAX・Eメールでの申し込みは、「リフレッシ
ュ」を件名にしてお名前と連絡先を明記くだ
さい。ケアマネージャーでもお受けいたしま
す。

時 （木）
おむつのこと＆おしゃべり会
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東員町共同募金委員会からのお知らせ

平成25年平成25年度赤い羽根共同募金運赤い羽根共同募金運動 実績報告実績報告
　共同募金は、「使い道」 や 「集める額」 を事前に定めて、募金を募る仕組み……これを 『計画募金』 と呼んでいま
す。予め、『使途とその目的（＝課題とその解決にむけた取組）』 を公表し、『理解と共感』 を皆様から頂くことで、
1世帯、1社当たりの目安額などを定めて募金運動を展開しています。
※ただし、募金は募金する方の自由ですから、目安額はあくまで目安に過ぎず、強制するものではありません。
　平成25年度においても、10月1日から12月31日までの3ヵ月間、多くの皆様にご参画いただき、赤い羽根
共同募金運動を展開しました。ここにご参画いただいた皆様に深く感謝申し上げますとともに、町内各地で様々な
方々から寄せられた募金（＝やさしさ）の結果を報告いたします。

筑紫
・石光工業㈱三重
・扶桑工機㈱
・㈱トモヱ
穴太
・北東自動車㈱
・（医）康誠会 東員病院
・㈱アサヒダイテック
・伊藤土建㈱
・NTN精密樹脂㈱
・㈱OSK
瀬古泉
・㈱ワイジーテック
・中村産業㈱
・エバ工業㈱
・㈱イズミ

●最終実績一覧
区 分 募金運動区分 募金額 件 数25年度

目 標 額
実 績 額
目標達成率

3,689,300円
3,857,348円
104.56%

戸別募金
街頭募金
法人募金
職域募金
イベント（興行）募金
個人募金
その他（預金利息）
合計

3,062,072円
28,842円
506,000円
16,668円
227,908円
15,817円

41円
3,857,348円

6,128戸
27箇所
48社
10社
11件
2名

6,226件

●法人募金にご協力いただいた皆様（順不同・敬称略）

●イベント募金運動

●運動別実績一覧

山田
・中村商店
・カトウ鋼機
・㈱みつわポンプ製作所
・三重重工業㈱
・大起産業㈱
・㈱ADEKA 三重工場
六把野新田
・イヅモヤ
鳥取
・南部武司事務所
・三エスゴム
・桑名信用金庫 員弁支店
八幡新田
・㈲鈴木商店
・㈲小川設備

大木
・豊通ヴィーテクス㈱
・三林精工㈱
南大社
・一色建設㈱
中上
・㈲フロアコート
・㈲サトー工業
・㈲日置佛壇店
・東洋ゴム工業㈱
笹尾東2丁目
・アース建設㈱
笹尾東3丁目
・㈱中京銀行 西桑名支店
・月乃舎
笹尾東4丁目

・いわさ商店
城山3丁目
・㈲モリワキ
県内他市町
・丸武商会〈いなべ市〉
・名阪ツーリスト㈱〈いなべ市〉
・中京医療（株）〈桑名市〉
・ミエデンシステムソリューション㈱〈津市〉
・杉野総合保険事務所〈四日市市〉
・教育産業㈱三重営業所〈四日市市〉
・㈱ifオートサービス〈四日市市〉
・㈱三輪器械 三重営業所〈四日市市〉
三重県外
・㈱五大オーエー〈和歌山県〉
・新生ビルテクノ㈱ 名古屋支店〈愛知県〉
・㈱ゼット販売工業〈愛知県〉

・㈱ADEKA三重工場 社員一同
・神田小学校 教職員一同
・城山小学校 教職員一同
・東員保育園／神田幼稚園 教職員一同

●職域募金にご協力いただいた皆様（順不同・敬称略）
・稲部小学校 教職員一同
・豊通ヴィーテクス㈱ 社員一同
・大起産業㈱ 社員一同
・ホクト合成㈱ 社員一同

・東員町役場 職員一同
・社会福祉法人いずみ 職員一同

10月6日（日）歌声サロン交流会10月6日（日）歌声サロン交流会10月6日（日）歌声サロン交流会 10月13日（日）東員町商工祭10月13日（日）東員町商工祭10月13日（日）東員町商工祭 10月13日（日）いずみ文化祭10月13日（日）いずみ文化祭10月13日（日）いずみ文化祭 10月26日（土）ミュージカル「天高く馬跳ぶ春」10月26日（土）ミュージカル「天高く馬跳ぶ春」10月26日（土）ミュージカル「天高く馬跳ぶ春」
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平成27年度赤い羽根共同募金「助成申請」を公募します

対象となる団体
地域福祉を推進する団体で、以下の要件全てに該当するもの
●会則があり、代表者が適正な手続きで選任されている
●町内に所在することが明確である
●予算・決算が適正に行われていて、経理状況が明確である
●事業計画・事業報告が適正に作成されている
対象となる経費
助成は、社会福祉の先駆的開拓的事業および地域住民の福祉向上
をはかるための事業に要する経費。
※ただし、以下に掲げるものは対象外となります。
●役員会、総会、大会経費および人件費など団体の一般的運営に
要する経費
●社会福祉を目的とする事業と認めがたい事業の経費
●公費補填のある事業の経費
助成内容　『工事』『備品』『その他の事業』の3種類から、いずれ

か1種類で申請できます。
※詳細は、共同募金委員会までお問い合わせください。

申請方法　指定の申請書を受付期間内に東員町共同募金委員会へ
提出してください。
※申請書は、共同募金委員会窓口にあります。また、三重
県共同募金会ホームページからもダウンロードできます。

　　　　　　http://www.miewel-1.com/bokin/
募集期間　平成26年5月1日（木）～31日（土） ※当日消印有効
申込・問い合わせ先　東員町共同募金委員会　電話76‒1560
　　　　　　　　　　山田2013東員町ふれあいセンター内

助成額　助成額は、総事業費の80%または
下表に定める額のいずれか低い額を
上限とします。

※連年で助成を受けることはできません。
※申請書類、現地調査等により事業の必要性、緊急性を考慮し、助成
額を決定します。

※申請から交付までの流れは下図にてご確認ください。

イ
ベ
ン
ト
名

東員町高齢者のつどい
歌声サロン交流会
いずみ文化祭
東員町商工祭
シニアウォーキング大会
シニアパークゴルフ大会
ADEKAサマーフェスティバル
ミュージカル「天高く馬跳ぶ春」
シニアクラブ連合会会員交流会
東員町農業祭
渡部陽一講演会

運
動
主
体

東員町シニアクラブ連合会
NPO法人地域お助けネット
みんなでやろまい会
東員町民生委員児童委員協議会
東員町シニアクラブ連合会
東員町シニアクラブ連合会
ADEKA三重工場
東員子育て支援ネット
東員町シニアクラブ連合会
東員花卉くらぶ
東員子育て支援ネット

穴太
・セブンイレブン 東員町穴太店
山田
・東員町庁舎
・東員町総合文化センター
・東員町商工会館
・東員町保健福祉センター
・東員町総合体育館
・東員町ふれあいセンター
・パチンコFUJI 員弁店
・パン工房いずみ
六把野新田

●街頭募金運動にご協力いただいた皆様（順不同・敬称略）
・カフェレスト白馬
・JAみえきた 神田支店
・東員町シルバー人材センター事務所
鳥取
・桑名信用金庫 員弁支店
・ホクセイスーパー 東員店
・喫茶スズラン
八幡新田
・ホクセイギフトセンター
大木
・東員郵便局
・新日本観光㈱ 桑名国際ゴルフ場

北大社
・東員町スポーツ公園陸上競技場
・東員町中部公園 管理棟
・東員町中部公園 ポニー乗り場
長深
・JAみえきた 三和支店
・社会福祉法人健和会 （パークレジデンス）
・イオン東員店
笹尾
・笹尾コミュニティセンター
・笹尾連絡所
城山

・アントニオ

東員町共同募金委員会では、計画募金の趣旨に則り、平成27年度に計画している事業への助成申請を公募します。

平成26年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

申
請
受
付

東
員
町
共
同
募
金
委
員
会
で
審
査

三
重
県
共
同
募
金
会
で
審
査

運
動
目
標
額
に
反
映

運
動
目
標
額
の
決
定

助
成
額
の
内
示

工事
備品
その他の事業

平成27年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月
助
成
交
付
式
・
助
成
金
交
付

平注目

セブンイレブン東員町穴太店セブンイレブン東員町穴太店セブンイレブン東員町穴太店

イオン東員店イオン東員店イオン東員店

助成区分
50万円
30万円
30万円

上限額

共同募金運動
の実施

事前に申請した内容の事業を年度内に実施し、報告
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このコーナーへの掲載を希望する方は、社会福祉
協議会（TEL76-1560）へご連絡ください。

（福祉・ボランティア・市民活動以外の内容や、）　政治・宗教・営利目的の内容は除きます。
コーナーココーナーおお知知知知ららせせ

　毎年、シングル家庭の皆さんを対象に開催している「シングルペアレントふれあい交流会」。昨年は、9月
に「夜行バスで行く！東京ディズニーランドへの旅」を実施し、36名の方に参加いただきました。今年度は、
開催当日だけでなく、企画段階から交流を深めつつ、自ら楽しい企画を実践してみませんか？貴重な時間と
労力は頂きますが、それ以上の「出会い」「楽しみ」を感じて頂けるはず！あなたの考え、オモイを企画にの
せて、実現しましょう！
対　象　町内在住のひとり親家庭の方　※親子での参加大歓迎です！
応　募　下記の応募先へご連絡ください。
　　　　※企画会議の日時は、応募者のスケジュールを可能な限り調整した後に連絡します。
期　間　5月16日（金）まで
応募先　東員町社会福祉協議会　TEL 76‒1560　FAX 76‒1559　Eメール fukushi@toinshakyo.or.jp

シングル家庭の皆さん！「みんな」で交流会を企画しませんか！？
毎年毎年 シ年 シングシングル家グル家庭の家庭の皆さの皆さんをさんを対象を対象に開象に開催開催してしているいる「シン「シングルングルペアルペアレンアレントふントふれあふれあい交あい交流会交流会」会 昨年昨年年は 9月月月グググ ググ

シシシシシシシシシンンンシシシンンンンングググンンググンングググググルルググルググルルルル家家ルル家ル家家庭庭家庭庭ののの庭の皆皆皆皆皆ささんんささんんんんん！！んんん！「「「みみみ「みみ「「みみみみんんんみんんみんんんんんななんんんなんなな」」」でででな」」」でででで交交で交交ででで交交流流交流交流流会流会流会会をを会を会をを企企を企を企企画画企画画しししまましししし画しししまませせませせませせせせんんんせんんんせせんんんんんかかんんんかんかかかか！！？？かか？？か！？？？？？シシシシシシンンンシシンンングググンングググググググルルググルルググルルル家家家ルル家家家家家家家家庭庭庭庭庭庭庭庭家家庭庭庭庭庭庭のののののののの庭庭 皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆さささんんさささささんんんん！！！んんんん「「「みみ「「みみ「「「みみみんんんみみみんんんんんんんんなななんななんんななななな」」」でででな」」」ででで交交交でで交交交交交交交交流流流交交流流交交交流流流流流会会会流流会会会流流流会会会会会会ををを会会会ををを会会会をををををを企企企ををを企企をを企企企企企企画画画画画企企画画画画しししままましししまままませせせまませせせまませせせせせんんんせせんんせせんんんんんかかかんかかかんんかかかかか！！！？？かかか？？かか？？シングル家庭の皆さん！「みんな」で交流会を企画しませんか！？シングル家庭の皆さん！「みんな」で交流会を企画しませんか！？

　穴太・山田・六把野新田・八幡新田ゲートボール場で競技をしているのを見かけたら、気楽にお声掛けく
ださい。
問い合わせ先　ゲートボール愛好会　中村香生　TEL 76‒2579

～明るく・楽しく・健康に過ごせる～ ゲートボールを始めませんか
穴太穴太 山太 山田山田 六把六把野新把野新田新田 八幡八幡新田幡新田ゲ田ゲ トトボボ ル場ル場で競で競技を技をしてしているいるのをのをを見か見かかけたけたたらら 気楽気楽楽におにおお声掛声掛掛けけ

～～～～～明明明～～明明明明明るる明明るる明るるるくくく・・くくくるくく・・楽楽楽しし楽楽楽楽楽ししししくくくしししくくくししくく・・健健健・・健健・・健健健康康康康康康康康健康にに過過にに過過にに過過過ごごご過過ごごご過ごごごごせせるるるせせせせごせせるるるる～～るる～～る～～ ～～ ゲゲゲゲゲゲゲゲゲ トトトトトボボボボ ルルルルををルルををを始を始め始めまめまませせませせんんせんんんかんかかかかゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲーーゲゲゲーーゲゲゲゲゲーートトトーートトトトトトトトボボボボボボボボトボボボトボーールルルーーーールルルルをををルルルルルをルをををを始始始ををををを始始始を始始始始めめめ始始始始始始めめ始めめめめまままめめまままめめめままめまままませせせまませせまませせませせせせせんんんせせんんせせんんせんんんんんかかかんんんかかんかかんかかかかかか～明るく・楽しく・健康に過ごせる～ ゲートボールを始めませんか～明るく・楽しく・健康に過ごせる～ ゲートボールを始めませんか

　無料弁護士相談は1日5組の予約制となっておりますので、ご希望の方は、下記まで電話連絡をお願いい
たします。相談の際は、関係書類などをお持ちいただくと、スムーズに相談に応じることができます。
★東員町ふれあいセンター（一般相談・無料弁護士相談）
　日時　5月7日（水）、6月5日（木）、7月7日（月）　9：30～11：30
★笹尾コミュニティーセンター（一般相談・無料弁護士相談）
　日時　4月20日（日）、5月18日（日）、6月15日（日）、7月20日（日）
　　　　9：30～11：30
受付先・問い合わせ先　東員町社会福祉協議会　TEL 76‒1560　FAX 76‒1559
　　　　　　　　　　　Eメール fukushi@toinshakyo.or.jp

※一般相談は予約なしでご利用いた
だけます。
※弁護士法、その他の法律に抵触す
る場合は相談に応じることができ
ない場合があります。

心配ごと相談・無料弁護士相談
無料無料弁護料弁護士相護士相談は相談は1日は 日5組日5組の予組の予約制予約制とな制とな てな ておておりますりますのすの

心心心心心配配心心心配ご配ごとごとと相相と相相談相談談 無無談 無料無料料料弁料料弁弁弁護護弁護護士士護士士士士相相士相相談相談談談心心心心心心心心心配配配心心心心心心心配配配ごごご配配ごごごごごとととごごごととごごとととととと相相相ととと相相と相相相談談談相相談談相談談談・・無無無談談談・無無無無料料料無無無料料料無料料料弁弁弁料料弁弁弁料弁弁弁弁護護護弁弁護護弁護護護士士士護護士士士護士士士士相相相士士士相相士相相相談談談相相談談相談談談談談談心配ごと相談・無料弁護士相談心配ごと相談・無料弁護士相談

　外出困難な要介護者や身体障がい者を対象に、福
祉車両による通院等の移送・送迎サービスを実施し
ます。
対象者　町内にお住まいの要介護認定者・身体障害

者手帳保持者
使用車両　福祉車両２台　セダン型１台
料　金　5kmまで300円　以後5kmごとに300円

の加算（介護保険等の自己負担分は別途必
要です）

備　考　ご利用される場合には利用契約が必要にな
りますので、下記までご連絡ください。

福祉有償運送＆福祉車両貸出事業を始めます福福福福祉祉福祉有有祉有償償有償償運償運運送運送送＆送＆＆福＆福福祉祉祉祉車車車両両両両両貸貸貸貸出出出事事事事業業業をを始をを始め始始めまめますすすますすすすすすす福福福福福福福祉祉祉福福福祉祉祉祉有有有祉祉祉祉有有有有償償償有有償償償有償償償運運償償運運償運運運送送運運送送運送送送＆＆＆送送＆＆＆送＆＆＆＆福福福＆＆＆福福＆福福福祉祉祉祉祉祉福祉祉祉祉車車車車車祉車車車両両両両両両車両両両貸貸貸貸貸貸貸両貸貸貸出出出出出出出出貸出事事事事事事事事事事業業業業業業業業ををを始始始ををををををを始始始始めめめ始始始始始始めめめめまままめめめめまままますすすまますすすますすすすすすすすす福祉有償運送＆福祉車両貸出事業を始めます福祉有償運送＆福祉車両貸出事業を始めます
福祉有償運送事業

　町内に住所を有する本会会員の方に福祉車両の無
料貸出を行います。
目　的　高齢者や身体障がい者の方の社会参加や通

院等の支援を行う。
貸出車両　福祉車両（日産キャラバン イオン社会福祉

基金様からの寄贈車両）
料　金　無料（但し、ガソリン代・通行料等は利用

者の実費負担となります）
備　考　ご利用には事前登録・申込みが必要となり

ますので、下記までご連
絡ください

福祉車両貸出事業

受付先・問い合わせ先　東員町社会福祉協議会　TEL 76‒1560　FAX 76‒1559
　　　　　　　　　　　Eメール fukushi@toinshakyo.or.jp


