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東員福祉まつり
赤い羽根共同募金
東員町ふれあいセンター
いつまでもお家で暮らし続けるためのサービス
施設見学ツアー・ネイルアート教室
行事案内
お知らせコーナー
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〈お願い〉
●駐車場の数には限りがございます。公共交通機関やお知り合い同
士乗り合わせてお越しいただきますようご協力をお願いします。
●会場周辺の路上駐車は厳禁です。会場周辺の駐車場が満車の場合
は、臨時駐車場の「陸上競技場東側駐車場」をご利用ください。
　※会場直通のシャトルワゴンも運行しています。
　※総合体育館前の駐車場は一部工事中です。

▶【電車でお越しの場合】
　最寄駅：三岐鉄道北勢線「東員駅」　駅改札を出て徒歩1㎞
▶【オレンジバスでお越しの場合】
　最寄駅：「東員町役場」　降りたら会場すぐ
▶【車でお越しの場合】
　県道14号線 「東員交番前」信号を南へ
 　→ 1つの目の信号を西へ
▶【シャトルワゴン（9人乗り・乗車無料）】
　陸上競技場 東側駐車場 ⇔ 保健福祉センター前
　7：30から巡回運行　※不定期
　時間帯によってはしばらくお待ちいただく場合もあります。

平成24年度平成24年度

会場アクセス

プログラム

日　時

東員福祉まつり東員福祉まつり東員福祉まつり東員福祉まつり東員福祉まつり東員福祉まつり
11月4日日 9：30～15：00
東員町保健福祉センター
東員町ふれあいセンター

主催　東員福祉まつり実行委員会・東員町社会福祉協議会・東員町
後援　東員町教育委員会・東員町商工会・㈳東員町文化協会・㈳東員町観光協会
問い合わせ先　東員福祉まつり実行委員会（TEL76-1560）

★おもしろ体験 （むかしのあそび／バルーンアート／手話／点字／寄せ植え／苔玉／布ぞうり／ユニカール）
★健康と美 （医師相談／保健師相談／血管年齢・血圧・体脂肪測定／指圧講座／ハーブティー）
★屋台 （豚汁／焼きそば／おはぎ／おもち／たません／うどん／フランクフルト／みたらし／お茶・ジュース）
★町民ふれあいウォーキング大会　★認知症サポーター養成講座　★東員第一中学校ブラスバンド演奏
★寸劇 ～虐待ＮＯ！～　★リサイクル修理工房　★子育て応援ルーム
★東員町のボランティア・NPO活動紹介　★おばあちゃんの手作り品販売 ほか各種バザー

～伝える 広げる 私たちの活動～～伝える 広げる 私たちの活動～
東北応援！スタンプラリー東東北北北応応応援援援！！！スススタタタタンンンンププププラララリリーー東北応援！スタンプラリー東北応援！スタンプラリー
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会場内に隠されたいくつかのポイントで
スタンプを集めて景品をＧＥＴしよう！

先着２００名
※景品は岩手県内の障がい者就労支援事業所から購入
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ひとり、ひとりのやさしさが、 あなたの住む町を、もっと、やさしくしてくれます。
赤い羽根の募金活動は、町の人のやさしい気持ちを集める活動です。

あなたのやさしさが、あなたの声かけが、あなたの行動が、
きっと、町を変えていくはじめの一歩となるはずです。

もっと、もっと、良いまちになりますように。

　毎年10月1日～12月31日までの期間に取り組まれる赤い羽根共同募金運動が、今年も全国各地
で一斉に始まりました。
　東員町でも、東員町共同募金委員会が中心となって、「じぶんの住む町が好き、だから、ずっと住
み続けたい。」といった気持ちを、支える仕組みとして共同募金活動を展開しています。
　たくさんの人々のやさしさが、共同募金を支えています。 じぶんの町を好きな人が、共同募金を支
えています。共同募金運動は、年間200万人といわれるボランティアの皆さんにより支えられてい
ます。自治会・企業・地域の皆さんに支えられ、平成24年度も以下のとおり町内各地で募金活動を
展開します。
　皆様の温かいご協力と、積極的なご参画を、よろしくお願いします。

戸別募金　自治会長さんを通じ、一戸あたり500円（目安額）のご協力をお願いします
法人募金　町内商工業者の皆様にご協力をお願いします
職域募金　各企業の職員の皆様にご協力をお願いします
街頭募金　町内の下記公共施設に募金箱を設置しています
　　　　　　●ふれあいセンター　●役場庁舎　●総合文化センター　●商工会館
　　　　　　●保健福祉センター　●笹尾連絡所　●笹尾コミュニティーセンター
興行募金　町内各地で開催されるイベントにおいて、募金活動を行います

　大規模な災害が起こった際の備えとして、各都道府県の共同募金会で
は、募金額の一部を「災害等準備金」として積み立てています。この積
み立ては、大規模災害が起こった際に、現地ボランティア活動の拠点と
なる災害ボランティアセンターの整備資金や、災害救援ボランティア活
動支援など、被災地を応援するために使われています。

ボランティア活動を支援しています！
赤い羽根共同募金は、被災地での

　集まった募金の約70%は、募金をいただいた地域で使われています。残りの30%は、住んでいる
市区町村を超えた広域的な課題を解決するための活動に、都道府県の範囲内で使われています。
　誰かのためにと思って募金をしたら、じぶんたちの町のための、募金でもありました。
　町のみんなで集めた募金は、じぶんの町を良くする活動に使われています。

共同募金の仕組み

　じぶんの町を良くする活動に、じぶんの町の、やさしい思いを届けます。 
　ひとにやさしい町は、じぶんにもやさしい町だと気づきました。
　じぶんの町を良くする、いろいろな活動が、もっと、もっと、元気になるように応援します。 
　募金は、その町の実情に応じた様々な「じぶんの町を良くする活動」に使われています。東員町で
の使いみちを、ホームページ（http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do）にて公開し
ています。ぜひ、ご覧ください。

共同募金の使われ方

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金
「じぶんの町を良くするしくみ」「じぶんの町を良くするしくみ」

活動
予定

特集
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他の町内
公共施設にはない
オススメの設備

特集

　高電圧によって作り出された電界の中に体を置くことで、血液の循
環を促し、健康の維持増進に役立ちます。同じ場所には、マッサージ
機、液晶テレビ、新聞雑誌なども設置されておりますので、ゆったり
とお寛ぎいただけます。
利 用 料　無料
利用日時　開館中であればいつでも

ヘルストロン

無料開放日を実施します
東員町ふれあいセンター

　東員町ふれあいセンターは、子どもからお年寄り
まで、様々な方がご利用できる公共施設として、東
員町社会福祉協議会（指定管理者）が運営していま
す。

★場所　東員町山田2013番地…役場の北側 屋根が緑色の建物
★開館　月曜日～土曜日（※祝日・年末年始除く）8：15～17：00
★休館　日曜日・ 国民の祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

　3歳未満のお子さんをお持ちの方が、親子で一緒におもちゃなどで
遊んでいただくことができます。フリースペースになっていて、時間
中であれば、いつでも、何度でも、出入り自由です。
利 用 料　無料
利用日時　月曜日・水曜日（祝日・年末年始除く）10：00～15：00
※おやつやお茶など、必要な物は各自でご準備ください

子育て応援ルーム

　広々とした浴槽で手足を伸ばし、ゆっくりと
入浴していただくことができます。（サウナ完備）
利 用 料　1人100円（通常料金）
利用日時　月曜日から土曜日（祝日・年末年始除く）13：00～16：00
※入場は15：30までの受付者に限ります。タオル、石鹸、シャンプ
ーなどはご持参ください。

一般浴室

　通信カラオケDAMを導入。
　最新の曲を格安で歌うことができます。
利 用 料　10曲200円（通常料金）
利用日時　土曜日（祝日・年末年始除く）13：00～15：00

カラオケ

備）
10月17日

（水）

　　  無料
開放！10月17日
（水）

　　  無料
開放！10月17日
（水）

　　  無料
開放！

10月20日
（土）

　　  無料
開放！10月20日
（土）

　　  無料
開放！10月20日
（土）

　　  無料
開放！
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みなさまの声から社協の事業が
うまれています

日常的金銭
管理サービス

　今の制度や福祉サービスだけでは補うことのできない、日常生活に密着した問題
があれば、解決するための新しい事業やシステムの開発をすすめます。みなさまの
困りごとを社会福祉協議会にご相談ください。

　ご本人の代わりに、銀行に行
ったり、支払い、通帳記帳など
をします。

ゆずりはネット
もったいない！ 眠っているポータブルトイレはありませんか？
使わなくなったベットはありませんか？
不要になった福祉用品をゆずりあう「ゆずりはネット」にご登録ください。

■提供できる福祉用品
●ベット（介護用に限らず）、ポータブルトイレ、車椅子、
　シルバーカー、おむつ など
■現在ゆずりはネットに登録されている用品
●ポータブルトイレ（蹴り込みスペースがあります。小物入れ
がついています。コンパクトです）
●吸引機（保管状況良好です）
※交渉や譲り渡しはご本人同士でおこなっていただきます。
※お申し込み・お問い合わせはお気軽に当会にお電話ください。
■申込・問合せ先
　東員町社会福祉協議会　TEL 76‒1560　FAX 76‒1559
　E-mail：fukushi@toinsyakyo.or.jp

　自分で銀行に行けなくなっ
てきた。信用できる人に代わ
りに行ってもらいたい。

ゆずりはネット

いつまでもお家で暮らし続けるためのサービス

　不要になった福祉用品を無償
で提供していただき、必要とす
る方にご紹介します。交渉や譲
り渡しはご本人同士でおこなっ
ていただきます。

　使わなくなった福祉用品が
ある。もったいない。だれか
に使ってもらえませんか？

介護タクシー券
助成

困りご
と

うまれ
た事業

うまれ
た事業

うまれ
た事業

　社会福祉協議会と契約したタ
クシー事業所を利用される場合
に、1回500円のチケット4枚
つづり（2,000円分）を助成し
ます。

うまれ
た事業

　バスの利用が難しくなって
きたけど、できるだけ外出し
たい。

困りご
と

困りご
と
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日常的金銭管理サービスを始めました
「自分で銀行などに行くことが難しくなり、日常生活が不便になってきた…。」
だれもが地域で安心して日常生活を送れるように、金銭に関する代行サービスを
始めました。

■対象者　●65歳以上の方
　　　　　●20歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方　など
■お手伝いできる内容　ご本人の代わりに銀行に行き、下記の手続きを代行します。
　　　　　　　　　　　（1）年金、諸手当等の受領確認
　　　　　　　　　　　（2）日常生活に要する預貯金の出金・入金
　　　　　　　　　　　（3）医療費、公共料金、家賃、地代、税金などの支払い
　　　　　　　　　　　（4）預金通帳の記帳
　　　　　　　　　　　その他日常生活に関わる相談に応じます。
■利用料金

■申込・問合せ先　東員町社会福祉協議会　TEL 76‒1560　FAX 76‒1559
　　　　　　　　　E-mail：fukushi@toinsyakyo.or.jp

買い物に
 行きたい…

食事に
 行きたい…

区　分 単　位 利 用 料

1時間を超える場合は、30分を単位として
500円加算する。

金銭管理代行サービス

生活保護世帯は免除とする。
無　料日常生活に関わる相談

介護タクシー券を助成します
要支援の方へ朗報！協力事業所が増えました

社会福祉協議会と契約した下記の事業所を利用される場合に、
1回500円のチケット4枚つづり（2,000円分／年間）を助成します。
利用期限は平成25年3月31日までです。

■ご利用いただける事業所
●株式会社りぼん（介護ステーション絆）……☎82‒1136
●有限会社だいち（ナーシングホームもも）…☎75‒0302 
●ひかりサービス有限会社……………………☎88‒0066
●福祉角喜タクシー……………………………☎0120‒151‒987
●福祉タクシーひまわり………………………☎090‒3484‒9282
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎77‒1128
●三重近鉄タクシー桑名営業所………………☎22‒0268
■ご利用いただける方（1人年間1回）
　介護保険者東員町が「要支援」に認定している人。
■申込・問合せ先
　東員町社会福祉協議会　TEL 76‒1560　FAX 76‒1559
　E-mail：fukushi@toinsyakyo.or.jp

共同募金配分金事業

6事業所になりました！

30分以内 500円
1時間以内 1,000円
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車で各事業所にご案内します。施設を見学し、職員から直接お話が聞けるチャンスです。
準備の都合上、参加希望の番号をご連絡ください。

①
11月13日（火）
13：15出発
15：10帰着

笹尾みんなの家（デイサービス）
宅老所和楽（デイサービス） 
ショートステイとういん・グループホームとういん

日　時　11月19日（月）10：00～12：00
場　所　東員町ふれあいセンター 研修室
内　容　ご自宅でできる簡単なネイルアートを学びながら、参加者同士で交流します。
参加費　無料（ネイルファイル・バッファーをお持ちでない方は申し込み時にお伝えください）
申　込　11月5日（月）までに社会福祉協議会へご連絡ください。
　　　　FAX・Eメールでの申し込みは、「ネイル」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。
※託児あります。
※介護をしている方はケアマネージャーにご相談ください。
※高度なアートテクニックを学ぶ場ではありません。
　ネイルアートを通じて交流の輪を広げることが目的です。
申込・問合せ先
　　　　東員町社会福祉協議会　TEL 76-1560　FAX 76-1559
　　　　E-mail：fukushi@toinshakyo.or.jp 

施設見学ツアーに出かけませんか？
介護保険サービス事業所の施設見学

参加者募集
女性の皆さん、ネイルアート教室を開催します。

家事や子育てを忘れて、自分の時間を楽しみましょう。
日　時 11月19日（月）10：00～12：00
場　所　東員町ふれあいセンター 研修室

参加者募集
女性の皆さん、ネイルアート教室を開催します。

家事や子育てを忘れて、自分の時間を楽しみましょう。

お手
軽ネイルアート教室お手
軽ネイルアート教室お手
軽ネイルアート教室お手
軽ネイルアート教室

②
11月14日（水）
10：45出発
14：30帰着

フレンドハウス愛（デイサービス）
みんなの家（デイサービス）
昼食（シニアハウスで。自己負担500円）
サービス付高齢者向住宅・ケアハウスみどりの丘見学
ナーシングホームもも（デイサービス・訪問看護・有料老人ホーム）

③
11月15日（木）
13：15出発
15：00帰着

紫苑（高齢者賃貸住宅第三紫苑・紫苑のみち）
とういんデイサービスセンター（デイサービス）

④
11月16日（金）
13：30出発
15：00帰着

ふれあい（デイサービス）
パークレジデンス（デイサービス・ショートステイ・特別養護老人ホーム）

⑤
11月17日（土）
13：15出発
15：10帰着

なでしこの家（認知症対応型デイサービス・グループホーム）
デイサービスりぼん（デイサービス）
デイサービス椛（デイサービス）

受付番号 開催日 見　学　先

申込期限　11月7日（水）
申込・問合せ先　社会福祉法人東員町社会福祉協議会 
　　　　　　　　TEL76-1560　FAX76-1559　E-mail：fukushi@toinshakyo.or.jp
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行 事 案 内行 事 案 内行 事 案 内行 事 案 内

　子どもから大人までどなたも楽しめる体験を
通じて交流を深めよう！
　内容は、各種体験コーナーのほか、市民活動
支援センターおよびセンター登録団体PRパネル
の展示、各種講座・事業のチラシ配布など。
※詳しくは当日のお楽しみ♪

日　時　10月21日（日）10：00～15：00
場　所　東員町中部公園　※東員町商工祭の一角で開催
対　象　どなたでも
問合せ　とういんボランティア市民活動支援センター　
　　　　（水谷）TEL76‒1560

住民×ボランティア・NPO「ふれあい交流会」住民×ボランティア・NPO「ふれあい交流会」

　東日本大震災で我が国は過去に類を見たこと
の無い大震災を経験し、「地域の絆」の重要性を
再認識しました。この地域の絆＝「ボランティ
ア力」を高めることで、日頃から有事に備える
知識と人間関係を身に付けませんか。
※講座終了者には桑名市消防署より普通救命講習修了証
が付与されます。

防災・災害ボランティア育成講座防災・災害ボランティア育成講座

　東員町保健福祉センター発着で、大勢の
人と 「楽しく」 交流しながらウォーキング
しませんか。
　コース全体のガイドは、昨年に引き続き 
「東員ウォーキングクラブ」 が行ないます。
　年齢不問！ 参加費無料！ 完歩された方
には、「おにぎり」 と 「お茶」 を進呈。 
　多くの皆様のご参加をお待ちしています。

町民ふれあいウォーキング大会町民ふれあいウォーキング大会

　平成24年度東員町シニアグラウ
ンドゴルフ大会の参加者を募集し
ます。
　昨年までは春と秋の年2回開催し
ておりましたが、今年から年1回の
開催となりました。 多くの皆様のご
参加をお待ちしています！

日　時　11月10日（土）・11日（日）両日9：00～16：00
場　所　東員町役場 西庁舎 2階 会議室
対　象　一般住民　※2日間受講できる方優先
参加費　無料
定　員　20名程度
申　込　東員町社会福祉協議会
　　　　TEL76‒1560　FAX76‒1559

日　時　11月4日（日）9：30～12：00頃　※出発は10時予定
集　合　東員町保健福祉センター前　花壇周辺
行　程　保健福祉センター ⇒ 猪名部神社 ⇒ やぶさめ公園 ⇒ 
　　　　三岐鉄道東員駅 ⇒ 保健福祉センター
定　員　150名　※先着順です
申　込　10月29日（月）正午までに、住所、氏名、電話番号、

年齢（年代）を東員町シニアクラブ連合会へ
問合せ　東員町シニアクラブ連合会 （東員町ふれあいセンター内）
　　　　TEL76‒1560　FAX76‒1559

日　時　10月25日（木）8：30受付  9：00開会  ※予備日11月1日（木）
場　所　東員町スポーツ公園　多目的グラウンド
対　象　町内在住の60歳以上の方
定　員　140名　※先着順
申　込　10月19日（金）までに参加費300円を添えて、東員グラウ

ンドゴルフクラブの地区役員までお申し込みください。
問合せ　東員グラウンドゴルフクラブ（平井）TEL090‒4267‒1491

平成24年度 東員町シニアグラウンドゴルフ大会平成24年度 東員町シニアグラウンドゴルフ大会

第7回 東員町シニアユニカール大会第7回 東員町シニアユニカール大会

運営：東員ユニカールクラブ

主催：とういんボランティア市民活動支援センター ・ センター登録団体

主催：東員町社会福祉協議会

参 加 者 募 集

日時　11月25日（日）9：00～15：00
場所　東員町総合体育館 1階 アリーナ
対象　町内在住の60歳以上の方で構成

されている3名1組のチーム

申　込　11月16日（金）までに、チーム名、参加者氏名、年齢を
下記へ 

　　　　※昼食を注文される場合は、500円程度の実費負担が必要
申込先　東員町社会福祉協議会　TEL76‒1560　FAX76‒1559
備　考　大会運営についてのお問い合わせは、東員ユニカールク

ラブ 西野まで （TEL86‒0087）
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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

　東員町をより良く（楽しく）しようと取り組んでいる様々な活動情報が満載
です！
　お気軽にアクセスしてみてください！コメントも大歓迎です！

社会福祉協議会のホームページ ほぼ？連日更新しています社社社社社社社社会会社社社社会会会福会会会福福祉福福福祉祉祉協協祉祉祉協協協議協協議議会議会議会会のの会のの会ののホホのホのホホホーーホーホーームムムーームムムムムムムペペペムムペペペムペペペペペペーーペーーペペーージジジジジジジジジ ほほほジ ほほぼほぼほぼぼ？？？ぼ？ぼ？？？？？連連連連連？？連連日日更日日日更更新更更更新新しし新新新ししししてててししてててしししててててていいていいててていいいいいままいいまいいまますすすますますすすすすすすすす社社社社社社社社会会会社社社社社社社社会会会会福福福会会会会会会会会会福福福福福福祉祉祉福福福福福祉祉祉祉協協協祉祉祉祉祉協協協協協協議議議協協協協議議議会会会議議会会会議会会会会会ののの会会ののの会会会のののののホホホののホホホののホホホホホホホホホホ ムムムムムムムムムムムペペペムムペペペムムムペペペペペペペペペペ ジジジジジジジジジジジジ ほほほほほジ ほほほほぼぼぼほほぼぼぼほぼぼぼぼ？？ぼぼ？？ぼ？？？連連連連連連連連？連日日更更日日日日更更更新新新更更更新新新新しし新新新新新ししししてててしししてててしししてててていいいてていいていいいいいまままいいいまままいいまままままますすすままますすすまますすすすすすす社会福祉協議会のホームページ ほぼ？連日更新しています社会福祉協議会のホームページ ほぼ？連日更新しています

対象・金額　①生活保護を受けている方・・・・・・・・・・1世帯5,000円
　　　　　②65歳以上のひとり暮らし高齢者・・・・1人　3,000円
申込方法　指定の申請書を期限までに社会福祉協議会へ提出してください
申込期限　11月9日（金）

歳末応援費（助成金）を交付します
対対象対象 金額金額 ①①①生活生活活保護保護護を受を受受け るる方る方 1世1世世帯5帯5 000000円

歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳末末末末末末末末末末末末末応応応応応応応応末応末応応応応応援援援援援応援応援援援費費援援費援費援費費費費（（（費（（（費（（（費（（（（（助助助助助助助（助助（（助助助助助成成成成成成助成成助成成成金金金成金金金成金成金金金金）））金金金）））金））金）））ををををををををををををををを交交交交交をを交交をを交交交交交交付付付交交交付付交付付交交付付付付付ししし付しし付ししし付しししししままましししままましまましまままますすすままますすすますますすすすすすすすすすすすす歳歳歳歳歳歳歳歳末末末末末末応応応応応応応応援援援援援援費費費援費費費費費（（費費（（（助助助助助助助助助助成成成成成成成金金金成成金金金金）））金））ををををををを交交交交交交付付付交付付付付付付付 ままままますすますすすすす歳末応援費（助成金）を交付します歳末応援費（助成金）を交付します

対　　象　①身体障害者手帳1級所持者
　　　　　②療育手帳A所持者
助 成 額　1人あたり5,000円
申込方法　指定の申請書と手帳のコピーを期限までに社会福祉協議会へ

提出してください
申込期限　11月9日（金）

在宅重度障がい者助成事業を実施します
対対対 象象 ①①①身体身体体障害障害害者手者手手帳1帳1級所級所持者所持者者

在在在在在在在在在在在在在在在在在在宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅重重重重重宅重宅重重度度度重度重度度障障度障度障度障障障ががが障ががが障が障ががががいいいががいいがいいがががいいいいいい者者者いいい者者者いいい者者いい者者者者助助者者助者助助助成成成助助助助成助成成成成成成成成成事事事事事事事事事業業業業事業事業業ををををををを業を業ををををを実実実実を実を実実施施実施実施実施施施ししし施し施ししし施ししししままましししまましまましままますすすまますすますますすすすすすすすすすすすす在在在在在在在在在宅宅宅宅宅宅宅宅宅重重重重重重重重重度度度度度度度度障障障度度度障障障障ががが障障がががががいいいががいいい者者者い者者者者者助助助者者助助助成助助助助成成成成成成成事事事事事事事事事業業業業業業業業業業ををををををををを実実実実実実実実施施施実実実施施施施施ししし施施施しししままましままままますすすまますすすすすすす在宅重度障がい者助成事業を実施します在宅重度障がい者助成事業を実施します

対　　象　高校生以下の子どもを扶養している母子・父子家庭
　　　　　（※所得制限はありません）
交 付 額　子ども1人あたり2,000円分の図書カード
申込方法　指定の申請書と「ひとり親家庭現況届」を期限までに社会福祉協議会へ提出してください
申込期限　11月9日（金）

　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（無料弁護士相談・一般相談）
　日時　11月5日（月）、12月5日（水）、1月7日（月）　9：30～11：30
★笹尾コミュニティーセンター（無料弁護士相談・一般相談）
　日時　10月21日（日）、11月18日（日）、12月16日（日）、1月20日（日）　10：00～12：00
申込・問合せ先　東員町社会福祉協議会　TEL76-1560　FAX76-1559
　　　　　　　　E-mail：fukushi@toinshakyo.or.jp 

歳末たすけあい図書カードを交付します
対対対 象象 高高高校生校生生以下以下下の子の子子どももを扶を扶養し扶養しし る母る母子母子子 父父父子家子家家庭庭

歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳末末末末末末たたたたたた末たたたたすすすすすすたすすすすすすけけけけすすすけけけけけああけけけあけけけあああいいあいあいいいいい図図いいい図いいい図図書書図書図書書カカ書書カカカカカ ドドドドドドドをををドドをををドドドををををを交交交を交交交を交交交交付付交交付付付付付付付しししままししししまますすまますすすすすすすすすす歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳末末末末末末末末末末末末たたたたたたたたた末たたたたすすすすすすすすすたすすすすけけけけけけすけけけけあああけけけああけああああいいいあああいいあいいいいいい図図図いいい図図いいい図図図図書書書図図書書書図書書書カカカ書書カカカカーーカカカーードドドーードドドドをををドドドをををドををををを交交交をを交交交を交交交交付付付交交交付付付付付付付付付付しししまままししししししししままままますすすまままますすすすすすすすすすす歳末たすけあい図書カードを交付します歳末たすけあい図書カードを交付します

心配ごと相談・無料弁護士相談
無料無料弁護料弁護士護士士相談相談談は1は 日5日55組組 予約予約約制ととなな おおりおりますます ごご

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

おお知知知知ららせせ

ホームページアドレス　http://www.toinshakyo.or.jp

図書カード


