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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
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もくじ

　平成24年11月27日に東員第一中学校 ブラスバンド部が「デイサービスセンターふれあい」で
演奏をしてくれました。利用者の方も迫力ある演奏に圧倒されながらも、聞き覚えのある曲は口ず
さんでいました。中学生の元気をもらい、少し、若返った気持ちになりました。

平成24年11月27日に東員第 中学校 ブ バ ド部が「デイサ ビ セ ふれあ 」

中学生の演奏が館内に響き渡りました中学生の演奏が館内に響き渡りました

東員第一中学校
ブラスバンド部の
演奏風景

　11月6・7・8日、東員第二中学校の2年生がデイサービスの勤労体験学習に来てくれました。
最初は緊張していましたが、少しずつ笑顔が見られるようになり、最後は、一緒にレクリエーショ
ンを楽しんでもらいました。この体験が、将来の職業選択の一途となればと思います。

東員第二中学校 勤労体験学習東員第二中学校 勤労体験学習

利用者の方と一緒にに

利用者の方と一緒に

利用者の方と一緒に

  レクリエーションに参加利用者の方と一緒に

  レクリエーションに参加

利用者の方と一緒に

準備体操
緒に

利用者の方と一緒

備体操
準備利用者の方と一緒に

　　　　　  準備体操利用者の方と一緒に

　　　　　  準備体操

利用者の方も演奏に
聞き惚れました
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　平成24年12月11日に笹尾東小学校6年生が「デイサービスセンターふれあい」で福祉体
験をしました。
　施設見学を行ったあと、利用者と一緒にレクリエーションに参加しました。高齢者の方と接
する機会が少なくなった小学生にとって、貴重な体験となりました。

　このように、今回は、町内のたくさんの子どもたちがふれあいセンターに来てくれました。
子どもたちの笑顔を見ている利用者さんの表情は、日頃とは違い、とっても楽しそうです。
　今後も小学生・中学生との交流会や施設見学などを積極的に行い、社会福祉協議会が町内の
福祉教育の一端を担っていければと考えております。ご希望がありましたら、ぜひ、お声掛け
ください。

平成24年12月11日に笹尾東小学校6年生が「デイサ ビスセンタ ふれあい」で福祉体

笹尾東小学校６年生 福祉体験笹尾東小学校６年生 福祉体験

息ぴったりの
演奏でした

上手に作れる
かなぁ

『ふるさと』などを
歌ってくれました

リハビリについて説明
を受けています

　平成24年11月30日に、三和小学校6年生が、介護二次予防事業（いきいきサロン）の利
用者との交流会を行いました。
　最初に「ずいずいずっころばし」などのゲームをし、その後は、利用者の方の小さいころの
お話を聞いていました。最後に、三和小学校伝統の鼓笛演奏を披露してもらい、楽しいひと
ときを過ごすことができました。

成24年11月30日に 三和小学校6年生が 介護二次予防事業（いきいきサロン）

三和小学校6年生と交流会三和小学校6年生と交流会

三和小学校伝統の鼓笛演奏！
すばらしい演奏でした

利用者の方と昔の遊びを
楽しんでいます

『世界がひとつになる
まで』の歌声
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　平成24年10月30日、三重県総合文化センターで開催された第61回三重
県社会福祉大会において、東員町の渡部 勤さん（共同募金運動奉仕功労者）
が受賞されました。

社会福祉に貢献
共同募金運動奉仕功労表彰　渡部  勤さん

　新年あけましておめでとうございます。町民の皆さまには、日頃から東員町
社会福祉協議会の事業並びに諸活動に対しまして、温かいご支援を賜り、心か
ら感謝申し上げます。
　また、東日本大震災により、今尚、困難な生活を余儀なくされている被害者の皆様には、心から
お見舞い申し上げると共に、一日でも早く被災地が復興することを心よりお祈り申し上げます。
　今年度、本会では、「東員町社会福祉協議会あり方検討委員会」を立ち上げ、25名の方に委員に
就任していただき、今後の社協の果たすべき役割や社会ニーズについて、ご意見を頂戴いたしまし
た。そのご意見を基に、社会福祉協議会といたしましても、「誰もが安心して暮らせるまちづくり」
を目指して、地域の皆様とともに、福祉の諸活動に取り組んでまいります。役職員一同、更に精進
する所存でございますので、皆様方のご協力をお願い申し上げます。
　終わりに、皆さまのご健勝とご繁栄を心からお祈りいたしまして、新年のごあいさつとさせてい
ただきます。

新年のあいさつ

日　　時　3月27日（水）　
行　　程　東員町（各地を巡回7：30～8：30）～ 焼津千手観音（拝観）～
　　　　　焼津さかなセンター（昼食・お買い物）～
　　　　　ネオパーサ浜松サービスエリア（休憩・お買い物）～
　　　　　東員町（各地を巡回18：00～19：00）
対　　象　65歳以上のお一人暮らしの方
募集人員　45名
参 加 費　3,000円
申込締切日　2月25日（月）までに、住所・氏名・電話番号・乗降場所（←申込時にご案内）
　　　　　お申し込みください。 ※先着順とさせていただきます。　　　
■東員町社会福祉協議会
　TEL 76-1560　FAX 76-1559　Ｅ-mail：fukushi@toinshakyo.or.jp

ひとり暮らし高齢者交流会ひとり暮らし高齢者交流会ひとり暮らし高齢者交流会
～～焼津津千千手手 とと寿寿司司ババイイキキンンググ～～バイ ン～～焼焼津津千千手手観観音音とと寿寿司司ババイイキキンンググ～～～焼津千手観音と寿司バイキング～～焼津千手観音と寿司バイキング～～焼津千手観音と寿司バイキング～

社会福祉協議会長　三 林 孝 夫

先着順です！

参加者募集
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共同募金レポート
by 東員町共同募金委員会

イベント募金活動

ご協力ありがとうございました

町内各地で様々な方々から「やさしさ」が届けられました

（敬称略・あいうえお順・H25.1.9現在）

特集

　毎年10月1日から12月31日までの3ヶ月間、『じぶんのまちを良くする仕組み』として全国
各地域で取り組まれた赤い羽根共同募金運動。東員町でも、自治会長さんをはじめとする多く
の皆様にご協力いただき、24年度運動を無事終了させていただくことができました。誠にあり
がとうございました。
　皆様から寄せられた募金は、貨幣としての経済的な価値に留まらず、お一人お一人の『やさし
さ』として、東員町をもっと優しくしてくれます。なぜなら…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だから…。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…今後とも「赤い羽根共同募金」＝「じぶんの町を良くするしくみ」をよろしくお願い
します。

法人募金活動
●アース建設㈱
●㈱アサヒダイテック
●㈱ADEKA
●一色建設㈱
●㈱イズミ
●イヅモヤ
●伊藤土建㈱
●㈱ifサポート
●医療法人 康誠会 東員病院
●いわさ商店
●岩花内科

●NTN精密樹脂㈱
●エバ工業㈱
●㈲小川設備
●カトウ鋼機
●㈱キョクナンドー 員弁店
●桑名信用金庫 員弁支店
●㈱五大オーエー
●ささ亭
●㈲嶋屋
●新生産業㈱
●新生ビルテクノ㈱ 名古屋支店

●㈲鈴木商店
●大起産業㈱
●㈱中京銀行 西桑名支店
●月乃舎
●東洋ゴム工業㈱
●㈱トモヱ
●中村商店（山田）
●㈱ナカムラ石油
●南部武司事務所
●㈲日置仏壇店
●扶桑工機㈱

●㈲フロアコート
●北東自動車㈱
●ホクト合成㈱
●丸武商会
●三重重工業㈱
●三林精工㈱
●㈱三輪器械
●㈲モリワキ
●㈱リードガイロビカ

●10月 7日（日）　社会福祉法人いずみ主催『いずみ文化祭』
●10月 7日（日）　NPO法人地域お助けネット主催『歌声サロン交流会』
●10月16日（火）　東員町シニアクラブ連合会主催『シニアパークゴルフ大会』 
●10月21日（日）　東員町商工会主催『第31回東員町商工祭』 
●11月 4日（日）　東員福祉まつり実行委員会主催『東員福祉まつり』
●12月 6日（木）　東員町民生委員児童委員協議会主催『ひとり暮らし高齢者交流会』
●12月 9日（日）　東員町主催『人権教育推進事業 ～人権標語コンクールの表彰式と瑞宝太鼓公演会～』 

12月9日（日）人権教育推進事業12月9日（日）人権教育推進事業12月9日（日）人権教育推進事業12月6日（木）ひとり暮らし高齢者交流会12月6日（木）ひとり暮らし高齢者交流会12月6日（木）ひとり暮らし高齢者交流会11月4日（日）東員福祉まつり11月4日（日）東員福祉まつり11月4日（日）東員福祉まつり10月21日（日）第31回東員町商工祭10月21日（日）第31回東員町商工祭10月21日（日）第31回東員町商工祭

10月21日（日）第31回東員町商工祭10月21日（日）第31回東員町商工祭10月21日（日）第31回東員町商工祭10月16日（火）シニアパークゴルフ大会10月16日（火）シニアパークゴルフ大会10月16日（火）シニアパークゴルフ大会10月7日（日）歌声サロン交流会10月7日（日）歌声サロン交流会10月7日（日）歌声サロン交流会10月7日（日）いずみ文化祭10月7日（日）いずみ文化祭10月7日（日）いずみ文化祭
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（H25.1.9現在）全募金活動の実績
●一般募金 … 2,430,504円　 ●歳末たすけあい募金 … 1,226,220円　 ●総額 … 3,656,724円

ご協力ありがとうございました （敬称略・順不同・H25.1.9現在）職域募金活動
●㈱ADEKA　　●ホクト合成㈱

　平成24年5月にご協力いただきました社協戸別会費・日本赤十字社社費と、7月にご協力いただき
ました社協特別会費の実績を報告させていただきます。お寄せいただいた会費につきましては、地域
福祉の推進のために使用させていただきます。ご協力ありがとうございました。

●社協戸別会費 … 2,857,000円　●日本赤十字社社費 … 2,921,334円　●社協特別会費 … 785,000円

社協戸別会費・特別会費・
日本赤十字社社費の実績報告

介護タクシー券を助成します［共同募金配分金事業］

社会福祉協議会（TEL 76‒1560）へお電話ください。
ご希望の方は…

介護保険者東員町が「要支援」に認定している人。
ご利用いただける方

●株式会社りぼん（介護ステーション絆）
●有限会社だいち（ナーシングホームもも）
●ひかりサービス有限会社
●福祉角喜タクシー
●福祉タクシーひまわり
●三重近鉄タクシー桑名営業所

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（2000円分）
を助成します。利用期限は平成25年3月31日までです。

TEL 82‒1136
TEL 75‒0302 
TEL 88‒0066
TEL 0120‒151‒987
TEL 090‒3484‒9282、77‒1128
TEL 22‒0268

ご利用いただける事業所

要支援の方 介護タクシー事業所

まだ申請していない方はいませんか？

東員町社会福祉協議会

移送サービス提供

介護保険証の提示・500円券・差額の運賃

東員町山田2013（ふれあいセンター内）　TEL 76‒1560

申請
決定通知書
チケット

契約

買い物に
 行きたい…

食事に
 行きたい…

社会福祉協議会
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　毎月一回、在宅介護をしている人を対象に「リフレッシュルー
ム」を開催しています。

　今年度は「オムツ教室」「季節の野菜
を使った料理教室」「ボディマッサー
ジ」「ぶらり桑名」「施設見学」を開催し
ました。毎回恒例の「おしゃべり会」
では、介護疲れにならないコツなど話し合いました。
　おしゃべり仲間は随時募集中です。在宅介護をしている皆さん、ぜひ
ご参加ください。

　健康塾では、毎月1回、スポーツや健康に関する講座を開催しています。
　今年度はこれまでに、「愉快な自然ゲームとウォーキング」「笑いながらする、なごみ体操」「がんと
のつきあいかた」などを開催しました。
　来年度についても、今年の参加者からご意見をいただき企画しました。4月に募集予定です。どう
ぞご応募ください。

　11月19日（月）に東員町ふれあいセンタ
ーでネイルアート教室が開催されました。
　家事や子育て、介護などの日常から離れ
てネイルアートを楽しみました。

　託児はボランティアの皆さんにお願いしました。
　参加者からは「初めてのネイルアートでしたが、大変楽しくできま
した」「家でも家事の合間にやって楽しみたい」「子育てで少し疲れも
ありましたが、今日参加して久々に開放されて疲れも吹っ飛びまし
た」「いろいろな世代の方と交流できたのでよかったです」と感想をい
ただきました。

地域福祉の話題地域福祉の話題

在宅介護者のリフレッシュ！在宅介護者のリフレッシュ！

健康塾健康塾

ネイルアート教室ネイルアート教室

▲8月「笑いながらする、なごみ体操」 ▲9月「グランドゴルフ」 ▲11月「来年度の教室をプログラムしよう」

▲ボランティアの皆さんによる託児風景

▲講師からおむつの当て方を学びました。

▲おしゃべり会の風景

▲楽しいひとときです。 ▲艶やかなネイルの色
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日　時　2月6日（水）13：30～15：00
場　所　ふれあいセンター 研修室
講　師　安藤尚範氏（『得する声損する声』の著者）
内　容　発声や話し方の実践トレーニングです。
対　象　おおむね60歳以上の方
申　込　準備の都合上、1月31日（木）までに、社会福祉協議会へお申し込みください。
　　　　TEL 76-1560　FAX 76-1559　E-mail ： fukushi@toinshakyo.or.jp

声が若返る!?声が若返る!?
今、男性にも女性にも好評な
今、男性にも女性にも好評な

体も心もリフレッシュ！ 血液の流れを良くして
心肺機能を活性化！

会話が弾み、ダイエットや美容効果
カラオケでもいい声が出せる！

日　　時　1月24日（木） 10：00～12：00
場　　所　保健福祉センター 栄養指導室
内　　容　季節の野菜を使った「お楽しみメニュー」を作ります。ちょっとした組み合わせの工夫で

食欲が増すメニューを紹介。毎日の献立に困っている方、ぜひ参加してみませんか。

季節の野菜を使った料理教室 ＆ おしゃべり会季節の野菜を使った料理教室 ＆ おしゃべり会

日　　時　2月28日（木） 9：30～12：30
場　　所　東員町ふれあいセンター
内　　容　ボディマッサージでゆったりと心地よい時間をお過ごしください！（おひとり20分）

ボディマッサージ ＆ おしゃべり会ボディマッサージ ＆ おしゃべり会

日　　時　3月5日（火）10：30～14：00
集合場所　東員町ふれあいセンター
内　　容　藤原町に出向いて、手作りのつるし雛を眺めながらお茶しませんか！

【共通事項】
参加費　無料
申　込　前日までに社会福祉協議会へ
対象者　高齢者を介護している家族（介護認定の有無に関わりません）
※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-mail ： 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。

藤原のつるし雛 ＆ おしゃべり会藤原のつるし雛 ＆ おしゃべり会

介護者リフレッシュ事業介護者リフレッシュ事業介護者リフレッシュ事業

ボイストレーニングボイストレーニングボイストレーニング
元気になる
声の出し方を覚えて 腹式呼吸で 若々しい声で1 2 3

行事案内行事案内行事案内行事案内行事案内行事案内 参加者募集
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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

応募資格　町内在住の60歳以上の方で、木曜日9時からの活動に参加できる方
申込方法　2月1日（金）～28日（木）までに、住所・氏名・生年月日・電話番号を明記したものを、
　　　　　各地区役員にお渡しください。  ※応募者多数の場合は抽選します。抽選結果は各地区役員からお知らせします。
問合せ先　東員グラウンドゴルフクラブ　TEL76-7701（家田）、090-4267-1491（平井）

東員グラウンドゴルフクラブ 「会員募集」
応応応募資応募応募資資格資格資格 町町町町内在内在町内在在住の住の在住の60歳6060歳歳以歳以歳以以上の上の以上の方で方で方で 木木木木曜日曜木曜日9時9時時から時か時かららの活らのら 活活動に活動活動に参に参参加で加で加できるきるき
東東東東東東東東東員員東東東東員東員員員グググ員員員ググ員グググググラララグググググググラグググララララウウウラララウラララウウウウウンンンウウウンンウンウウンンンドドンンンドドンンドドドドドドゴゴゴドドドゴゴゴドゴゴドドドゴゴルルゴルゴルルルルルフフフルルルフフフルフフフフフフフフククククククククフクフフククククククラララララララクラククラララブブブ ブブブブブブブブブブ「「「会会会「「「「「会会「「「会会会会員員員会会会会会員会会員員員員募募員員員募員募募募集集募募募募集募集集集集集集集」」」」」」」」」東東東東東員員東東東東東東員員員グ員員グググララグググググララウララウウウンンンウウンンンンドドドンドドドドドゴゴゴドドゴゴゴゴゴルルルゴゴルルルルフフフルフフフフククククククククラララララララブブブブブブブ「「「会会「「会会会員会会会会員員員募募員員募募募集集集募募募募集集集集集集集集」」」」」」東員グラウンドゴルフクラブ 「会員募集」東員グラウンドゴルフクラブ 「会員募集」

対 象 者　町内在住のひとり親家庭の児童・生徒のうち　①小学校に入学　②中学校に入学　
　　　　　③中学校を卒業　のいずれかに該当する方
申請方法　指定の申請書を、2月22日（金）までにご提出ください
　　　　　（申請書は社会福祉協議会窓口にて配布。手続きに印鑑と振込先が必要。）

ひとり親家庭（母子・父子家庭）の皆様へ「入学・卒業祝金」を贈呈します
対対対 象対 象対 象象象 者者者 町町町町内在内在町内在在住の住の在住のひとひとひととり親親と 親親家庭親家親家庭庭の児庭の庭 児児童児童児童 生徒生生徒徒の徒の徒 うちうちうちち ①①ち ①①小学小学①小学学校に校学校に入学入入学学 ②学学 ②②中学②中②中学学校学校学校に入に入入入学学入学
ひひひひひひととひひひひととととりりととりとりりり親家親親り親家家庭家庭家庭庭（（母母庭（（庭（（母母母子子母母母子子子子子 父父子子子子 父父父父子子父子子父子子子子子家家子家子子子家家家庭家庭家庭庭）ののの）の庭）のののの皆の皆の皆皆様様様皆様へへへ「へへ「「「入入入入入「「入入入入学学学学学学学入学学学 卒卒卒業卒卒卒卒卒卒卒卒業業祝業業祝祝金祝金祝金金」」ををを金金」をををを贈を贈をを贈贈呈贈呈贈呈呈ししまし呈しまますすますすますすすすすすすすすすひひひひひひひとととひひひひととととりりりとととりりりとりりりり親親親家家家親親親親り親家家家家庭庭庭家家庭庭庭家庭庭庭庭（（（母母庭庭（（（庭（母母母子子子母母子子子・・父父父子子・・子・・父父父父子子子父父子子子父子子子家家家子子家家家子家家家家庭庭庭家家家庭庭家庭庭庭庭）））ののの））ののの庭）ののののの皆皆皆のの皆皆の皆皆皆皆様様様様様様様様皆様へへへ「「「へへへへへ「「「「入入入入入「「入入入入入学学学・学学学学入学学・・・卒卒卒業業業卒卒卒卒卒・・卒卒業業業業祝祝祝業業業祝祝祝祝金金金祝祝金金金祝金金金金」」」ををを金金金金」」をををを贈贈贈をを贈贈を贈贈贈呈呈贈贈呈贈呈呈呈しししまままししし呈しししままままますすすまますすすますすすすすすすすひとり親家庭（母子・父子家庭）の皆様へ「入学・卒業祝金」を贈呈しますひとり親家庭（母子・父子家庭）の皆様へ「入学・卒業祝金」を贈呈します

日　　時　3月22日（金）～24日（日）　※行き帰りともに夜行バス
行　　程　東員町（22日22：00）～東京ディズニーランド（23日開園～閉園フリータイム）～東員町（24日6：00頃）
対象・定員　町内在住の母子・父子家庭の方、40名程度
参 加 費　大人6,200円　中高生5,300円　小人4,100円（3歳以下は無料）
　　　　　※飲食・お土産代などバス車内および園内での行動に要する経費は別途各自負担となります
申　　込　1月21日（月）～3月1日（金）の間にお申し込みください。 ※先着順
　　　　　電話は仮受付です。参加費を窓口で納入後、申込完了となります。
　　　　　申込時は、氏名・住所・電話・参加費の種別をお知らせください。

注意：申込後のキャンセルは、出発日の2週間前まで無料。（以後のキャンセルは、日数に応じたキャンセル料が発生）
バス座席は指定できません。必要に応じて他の申込者と相席になる場合もあります。

問合せ先　東員町母子寡婦福祉会（東員町ふれあいセンター内　TEL76-1560）

シングルペアレントふれあい交流会 第2弾「東京ディズニーランド」
日日日日日 時時時 3月33月月22月2月222日日2日（（（（金金金）） 2442 日日日（（（日日日）日日）
シシシシシシンンシシシシンンングググングググググググルルググルググルルペペペペペペペペペアアアレレアアアアアアアアレレレレンンレンンレレンンントトトンントトトトトふふれふふふふれれれあれあれれああいいあいあいい交いい交交交流流流交流流会 会会流会 第第第第第第第2弾2弾第 弾弾弾「「弾「弾「「東東京東東東東京京デデ京デデ京デデデディィィデディィィデデディィィィィズズズズズズズズィズズニニニニニニニ ラララララララランンランンランンンドドド」」」ドドドドドドドド」」」」」シシシシシシシンンンシシシシンンンングググンンングググンングググルルルググルルグルルルルペペペペペペペペペルペアアアレレアアアアアアレレレレンンンレレレンンレレレンンンントトトンンントトトンントトふふふれれれふふふふふふふふふれれれれれあああれれあああれあああああいいいあああいいあいいいいいい交交交いいい交交いいい交交交交流流流流流流流流交流流流流会会会会会会会会会流会 第第第第第第第第第第第第22弾弾弾22弾弾第2弾弾弾「「「弾弾「「弾「「東東東京京京東東東東東東東東京京京京デデデ京京デデデ京デデデディィィデディィィディィィィィズズズズズズズズズィズズニニニーーニニニニニニニーーラララーーラララララランンンラランンンランンンンンドドド」」」ドドドドドンド」」」」」」」シングルペアレントふれあい交流会 第2弾「東京ディズニーランド」シングルペアレントふれあい交流会 第2弾「東京ディズニーランド」

日　　時　①2月20日（水）　②2月21日（木）　③3月24日（日）　いずれも10：00～11：30頃
場　　所　①笹尾コミュニティセンター　②南大社研修センター　③六把野新田コミュニティセンター
講　　師　水谷 陽子 氏（東員町社会福祉協議会 主任・介護福祉士）、鈴木 和義 氏（東員町社会福祉協議会 理学療法士）
対 象 者　町内在住の60歳以上の方
申込方法　2月8日（金）までに下記へお申込ください。　※定員に達し次第締切
申 込 先　東員町シニアクラブ連合会　TEL76-1560

　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　2月5日（火）、3月5日（火）、4月5日（金）　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　1月20日（日）、2月17日（日）、3月17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

東員町シニアクラブ連合会「介護予防教室」
日日日 時時日日日 時時 ①①①2月2月20日2 日日①①①2月2月20日2 日日（（水水水） ②） ②2月② 月21月2 日日水水水） ②） ②2月② 月21月2 日日（（木木）木木木）木 ③3③3月2月24日4日日③3③3月2月24日4日日（（（（日）日） いいいずれずずれも1も100日）日） いいいずれずずれも1も100 000000
東東東東東東東員東東東東員員町員員員町町町町町町町シシシニニシシシシシニニニニアアアニニニニニニニアアアアアクククアアアアアアアクククククラララククククララララブブブラブブララブブブブブ連連連ブ連ブブ連連連合連合連合合会会合会合会会「「会会「「「「介介介介介介介介「「介介介介介介護護護護護介介介護護護予予予予予予護予予予予予防防防予防防教教教教教防教教室室室教室室室」」」室」」」東東東東東東東員員員東東東東東東東東員員員員町町町員員員員町町町町町町町町町町シシシニニニシシシシシシシシニニニニアアアニニニニニニニアアアアクククアアアアアクククククラララクククククラララララブブブララブブブラブブブブブ連連ブブブ連連ブ連連連合合合連連合合合連合合合合合会会会合合合会会会合合合会会会会会会「「「会会会会会会「「「「「介介介介介介介介「介介介介介介護護護護護護護護介介護護護護予予予予予護予予予防防防防防防予防防防防防教教教教教教教教防防教教教教教室室室室室教教室室室室室」」」室」」」東員町シニアクラブ連合会「介護予防教室」東員町シニアクラブ連合会「介護予防教室」

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組の組のの予約予約約制ととなな ておておりおりますますのの
心心心心心心心配心心心心配配ごご配配配ごごごごとととごごごごととと相相とと相相とと相相談相談相談談・談・談 無無無無無無無料料料料料料無料料弁弁弁弁料弁弁弁護護護護弁護護士士士士士士士護士士士士士相相相相相士相相談談談談談談心心心心心心心配配配心心心心心心心心配配配配ごごご配配配配配ごごごごとととごごごごとととと相相相ととと相相相とと相相相相談談談相相談談相談談談・・談談・・談 無無無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料無料料料料弁弁弁弁弁弁弁弁料弁弁弁弁弁護護護護護護護弁護護護士士士士士士士士護士士士士士士相相相相相相相相士士相相談談談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


