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おもいやりを
かたちに

栗田

隆義

今年も十月一日から赤い羽
根で親しまれる共同募金が全
国一斉に始まります。この運
動は、お互いの助け合い精神
により、明るく住みよい町づ
くりと、民間社会福祉に役立
てる国民運動です。
当会では、町民の皆様をは
じめ民生委員、町社協支部役
員、福祉委員、自治会、実行
組合等、各種団体の多くの方
々の暖かいご協力を得て、運
動を展開しています。この運
動を通じて、善意のこころが
やがて大きな輪となり、私た
ちの地域の福祉をより一層高
め、社会連帯の精神が広がる
ように願っています。
今年も昨年以上のご協力を
よろしくお願いいたします。

長

61.4％

3,869,487円
社会参加を支援する
事業に

80,000円

2,376,269円

8.2％

467,000円

12.1％
5.2 ％

199,888 円

助成実績額

315,830円

地域での交流・仲間
づくりの事業に

住民全般を対象
とした福祉事業に
児童・青少年を対象
とした事業に

2.1％
高齢者を対象とした
事業に

ボランティア活動を
推進する事業に

まんのう町共同募金委員会
会

平成２５年度地域福祉助成状況

（平成２４年度 共同募金）

～身近なところで活かされています～

430,500円

11.1％

10月１日（火）〜12月31日（火）
赤い羽根｜

検索

www.akaihane.or.jp

◎助成の対象は、都道府県によって異なります。くわしくはこちらから→

ご協力お願いします！！
戸別募金

家庭を対象（１世帯…８００円）

バッジ募金

団体・職場を対象（１個…５００円）

大口募金

法人・企業などを対象
（１口…５，０００円）

学校募金

児童・一般の方を対象

イベント募金

かりんまつり等での募金、
一般の方を対象

募 金
目標額

510

万円

募金受付窓口
◎ まんのう町社会福祉協議会《役場仲南支所内》
受付時間：月曜日～金曜日

☎７７－２９９１

８：３０～１７：１５

◎ まんのう町社協琴南支所《役場琴南支所内》
受付時間：（１０月中のみ）

☎８５－０１２０

月曜日～金曜日

８：３０～１７：１５

（１１月、１２月）月曜日～金曜日

８：３０～１２：００

◎ まんのう町社協満濃出張所《満濃農改センター内》
受付時間：（１０月中のみ）

月曜日～金曜日

☎７３－２７０６

８：３０～１７：３０

（１１月、１２月）火曜日～金曜日１３：３０～１７：００
※ 地区に関わらず受付いたします。土日祝祭日は休みです。
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福祉委員の窓
見守り声かけなど身近な地域での活躍が期待されている福祉委員さん！
今回は、あいさつやちょっとした声かけから始める地域の幸せづくりについて考えてみましょう。
隣近所のなにげない普段着でのおつきあいやお互い様の助け合いが行われている集落、隣にはど
んな人が住んでいるのか知らない。顔を合わせることもあまりない集落などそれぞれの特性がある
でしょう。「自分たちの住んでいる地域をよくしたい。」と考えていてもひとりではなかなか実行す
る勇気が必要ですね。同じ志をもった人たちでまず、声かけ・見守り活動を率先して行ってみてく
ださい。笑顔で「こんにちは！」「おはよう！」と声をかけるだけで声をかけた方もかけられた方
も気分がよくなります。そこに小さな幸せの輪ができます。そして、その幸せの輪をどんどん広げ
るよう声かけ活動を実践していくのです。自分の幸せが周囲の人の幸せに影響し、周囲の人の幸せ
が自分の幸せに影響しひいては地域の絆が深まっていくきっかけとなるはずです。

「笑顔」で声かけ・見守り
声をかけた人も！かけられた人も！ 小さな幸せの輪が
生まれる

「楽しい、うれしい、幸せ」
「笑顔」で声かけ・見守りが

周囲の仲間に広がる

地域が活性化！

地域の

幸せ感が高まる

地域の絆が深まる

琴南・満濃・仲南地区の地域福祉活動を進めます！
旧町単位での福祉活動を推進するため、設置され
ている琴南・満濃・仲南の各地域福祉推進委員会。
町社協の栗田会長より委嘱状の交付を受け、地域で
の福祉活動の推進に努めています。各地域福祉推進
委員会の委員長は、下記のとおりです。

満濃地域福祉委員会では、本年度の新規
事業として支部社協との共催により介護
教室を開催しています。介護教室では、
車いすの介助方法や体験を行いました。

● 満濃地域福祉推進委員会（委員長：多田覚さん）
● 仲南地域福祉推進委員会（委員長：千葉宗和さん）
● 琴南地域福祉推進委員会（委員長：湊髙春さん）

▲９月１日 高篠支部

▲６月30日 吉野支部

地域福祉句会 入選おめでとう！
地域福祉推進委員の研修として、毎年参加している四国地域福祉
セミナー。今年は、第１１回四国地域福祉実践セミナーｉｎ愛媛・
松山として７月２７日～２８日に実施。このセミナーで恒例となっ
ている地域福祉句会で、中川榮さんの俳句が佳作で入選しました。
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ふれあい活動

まんのう町社協高篠支部では、高篠ふれあいセンター
を活動拠点に地域福祉活動を実施しています。
主な事業としては、一人ひとりを役員さんなどが訪問
し、お話をお伺いする友遊訪問・友愛訪問やふれあい弁
当。また、参加者との交流を通して情報を交換する、ふ
れあい温泉のつどいや男性料理教室などを実施していま
す。また、９月１日の防災の日には、地域一人ひとりの
防災意識を高め、高齢社会に対応するため、「防災講習
及び介護教室」を開催しました。
これからも、地域に根ざす地域福祉活動を実施してま
いりますので地域の方のご参加ご協力をお願いします。

▲総会

支部長 石井輝夫 さん
● 一般会員戸数 644 戸（H24 年度）
● 主な事業
・男性料理教室（7 月）
・防災講習及び介護教室（9 月）
・公民館まつりだんご汁接待（11 月）
・友遊訪問・友愛訪問（12 月）
・ふれあい弁当（1 月）
・日赤防災訓練（1 月）
・ふれあい温泉の集い（2 月）
●

▲公民館まつりだんご汁
▲男性料理教室

度

平成25年

町社協高篠支部

▲ふれあい弁当
▲友愛訪問

▲日赤防災訓練

まんのう町見守り声かけ
ほっと安心事業 助成集落が決定！

本年度の事業は、５８集落が助成事業に取り組んでいます。
７月２５日に実施した、集落説明会では、助成事業について
の詳細説明の後、下分自治会の細谷正信自治会長から見守り・
声かけ活動や自治会活動の実施状況、課題について報告があ
りました。

助成集落
地

58 集落

1,281 世帯

4,101 人

域

助 成 集 落 名
城山、盛上・下、旭町、中央、新生下、野口上、
琴南 12 集落
野口下、焼尾、堀田、天川、さくら、栄町
長炭 ９集落

上種子、下種子、平山南、平野、片岡東２、
大向下１、常包、大谷川、天神

吉野 ３集落 木の崎上、野津郷、五毛
神野 ３集落 池下、上真野、寺下
大橋（1 班）、大橋（2 班）、大橋（3 班）、
四條 10 集落 大橋（4 班）、生稲中西、生稲新道西、
生稲中東、生稲新道東、生稲下、川滝
高篠

6 集落

仲南 15 集落

池田、下分、谷山内、田中、中所、
西高篠宮東
野口、春日下、本目、福良見中筋上、照井
追上上、追上中、宮田、佐文尾郷上、佐文
尾郷下、佐文中央、佐文北山西、佐文北山東、
佐文峠、買田高座

助成事業
事 業 内 容
実施集落数
集落内での見守り・声かけ活動事業（必須事業）
５７
集落内における地域マップ作成事業
１４
集落内の安全性を重視した現地点検の巡回事業
１４
情報交換会事業
４７
福祉について理解を深めるための研修会の開催事業
１８
避難訓練、及び安否確認の実施事業
７
炊き出し講習会の実施事業
１３
高齢者世帯及び高齢者単身世帯などの友愛訪問活動事業
１１
隣接している集落間との合同で実施する（１）～（８）までの事業
１
見守り・声かけ・支え合い帯の編成事業
１２

今後の予定

１２月上旬…見守り・声かけほっと安心事業助成集落研修会
１２月１０日（火）～１２月２０日（金）…変更申請受付
２月 ３日（月）～ ２月２８日（金）…実績報告受付

5

第 29 号

▲追上中

▲野津郷

ふれあいンプ
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福祉施設体験学習

８月９日（金）に特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」で、琴南中学校
生徒２０名（男子７名・女子１３名）が、一日福祉施設体験学習「ふ
れあいワークキャンプ」を行いました。
車椅子体験をしたり、施設での清掃ボランティア活動やお年寄りと
一緒にゲーム遊びをしたり、一日ぎっしり詰まった体験学習でした！

体験学習を振り返って
◎今回は、短い時間でしたが、たく
さんのことを学びました。
やすらぎ荘では、利用者の方が使
いやすいようにいろいろな工夫を
していることがわかりました。
◎お年寄りの方ともたくさんお話す
ることができて良かったと思いま
す。今回の体験をこれからに生か
していきたいです。

ール
ク
ス
ー
サマ

◎お年寄りとのレクリエーション
での魚釣りゲームは、楽しそう
に遊んでもらえてよかったです。
終わった後、一人の方が「楽し
かった上に、景品までもらえて
幸せ」と言ってくだっさている
のを聞いて、してよかったなと
思いました。今日、学んだこと
を生かして曾おばあちゃんの手
伝いをしたいなと思いました。

▲昼食も美味しくいただきました！！

▲車椅子体験！乗ってみるとすごく怖い！！
人に身を任せるのは本当は恐いです！！

夏の一日ボランティア体験

７月２６日神野婦人の家で開催されたサマースクールでは、町内小・
中学生２５名が参加、子育てサロンのボランティア体験をしていただき
ました。今回は、当初子育てサロンに利用者として参加されていた子ど
もが１名ボランティアとして参加してくれました。子育てボランティア
さんより、ボランティアの原則、子どもとのふれあい等基本的なお話を
聞いた後、妊婦体験、赤ちゃん抱っこの仕方、おむつ交換の仕方を教わ
りました。また神野地区食改の方のご指導によりおやつづくりも体験し
ました。
地域で活動しているボランティアさんと交流することで福祉やボラン
ティア活動への理解を深め、充実した一日を過ごせたのではないかと思
います。感想をいただきました。一部ご紹介致します。

満濃中学校

１年

田邊

祐里奈

今回、初めてこのサマースクールに参加しました。赤ちゃんが好きな
私は、このボランティアに参加したいと思っていました。そして、友達
をさそって参加しました。 ○赤ちゃん好き ○おかしづくり好き
そんな私に、このボランティアはぴったりでした。赤ちゃんとのふれあ
いがすごく楽しかったです。
しんせきの家に、赤ちゃんがいるので、今回学んだ、だっこ、おんぶ
の仕方を活用して育てたいと思います。また、自分に子どもができた時、
今回のことを活用して育てたいと思います。
今回のボランティアはいい経験になりました。
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第１3 期 脳の健康教室

まんのう寺子屋
こんな教室です
●
●

週１回

学習者募集
字を書くって
いいですね。

３０分の読み・書き・計算

小学生のころを
思い出す

学習前には、仲間とお茶を飲みながらおしゃべり

●

教室のない日も毎日１０分くらいの宿題を渡します。

●

人前で発表・順番がつくことなどはありません。
◆ 対象者／まんのう町在住の介護を必要としない65歳以上の方
◆ 開催日／11月～３月末

毎週火曜日

午前中30分程度

◆ 入校式・説明会／平成25年10月22日
（火）10時～11時
◆会
◆定

場／吉野公民館（吉野郵便局より南へ300ｍ）
員／30名

◆ 開校日／10月29日
（火）９時30分～11時30分

◆ 参加費／毎月1,500円
◆ 申込み方法

まんのう町社協へお申込みください。
☎７７－２９９１

平成２５年度 介護予防教室

ぴんぴん！
しゃんしゃん講座
膝腰が痛くて動くことが減ってきた。
物忘れをするようになってきた。
介護保険制度ってどんな制度？
年を重ねるとどうしても多くなる体の衰
えや物忘れの症状。この講座では、要介護
認定を受ける３大要因とその対策について
考える講座を６回コー
スで開講します。
第１、３、５回は、
原因と制度について同
じ内容で町内を巡回し
ます。
第２、４、６回は、
認知症と運動、食事に
イラスト
関した内容で講座・実 山本恭子さん
習を行います。
申し込み・お問い合わせ先
7
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参加者募集
第１回

１０月２３日
（水） １３：３０～１５：３０

「要介護３大原因と
介護保険制度について」
町内の要介護認定になる３大要因を分析。
どんな傾向にあり、どう対策をとっていけば
いいかを考えます。介護保険制度の概要も
解説します。
講師 まんのう町地域包括支援センター

会
定

場
員

対象者

まんのう町役場本庁
３階 大会議室

５０名

まんのう町在住の
４０歳以上の方

受講料

無料

※第２～６回は、１１月開校予定です。
☎地域福祉課

７７－２９９１

介護はおまかせ
の時のために
まさか

救 命 講 習受 講

８月１８日（日）仲多度南部消防組合消
防本部にて普通救命講習を受講しました。
この講習会は、介護サービス等利用者
の容態が急変した場合に適切な応急手
当・救命処置ができるように基礎知識及
び技術を習得することを目的に毎年実施
しています。
当日は、介護福祉課・地域福祉課職員
１２名が参加し、警防課職員の方々によ
り、応急手当の基礎知識等についての講
義及び救命処置の手順（心肺蘇生とＡＥ
Ｄの使用手順）
・止血法その他の応急手
当について実技指導を受けました。

旬の野菜を食べましょう！
！
【里芋の鶏味噌田楽】
材 料 （２〜３人分）

ヘルパーさんおすすめの簡単料理を紹介します。
今回は、風味づけに生姜を使った料理です。

【生姜風味の大学芋】

調味料

１、蒸した里芋は皮をむき、ぬれ布巾の間に
挟んで上から押し平らにする。２個ずつ
串に刺す。
２、味噌・砂糖・すりゴマ・すり生姜をよく
混ぜ合わせる。
３、鶏ミンチをフライパンで炒め、２で混ぜ
合わせた調味料を加え更に混ぜる。
４、１をオーブントースターなどに入れて焼
き、表面が乾いたら３の肉味噌を塗り、
再びオーブントースターに入れて焼き色
がつくまで焼く。
５、好みで刻み柚子を散らし出来上がりです。

登録ホームヘルパー募集中！
！
応募資格
・介護福祉士、訪問介護員１級・２級ま
たは看護師の資格をお持ちの方
・ヘルパー業務の経験のある方
・年齢60才未満の方

材 料 （２人分）

さつま芋……………………１本
塩……………………………少々
揚げ油………………………適量
揚げピーナッツ………大さじ１
グラニュー糖……大さじ４
みりん………大さじ１／２
醤油………………小さじ１
生姜汁……………小さじ１
蜜

蒸した里芋……４個
鶏ミンチ…… 250g
すり生姜……小さじ１
味噌…………大さじ３
砂糖……大さじ３〜４
すりゴマ……大さじ１
刻み柚子…………適量

１、さつま芋は皮をむき２㎝角に切り、塩水に
10分位さらします。
２、フライパンにさつま芋を入れ常温の揚げ油
をヒタヒタになるまで入れ火にかけます。
３、別の鍋に蜜の材料を入れて中火にかけ少し
トロミがつくまで煮詰めます。
４、さつま芋は薄く色がついて竹串がスッと刺
さる位まで揚げ、そのまま３の鍋に入れて
全体に蜜がからんだら、くっつくにくいオ
ーブンシートに移し刻みピーナッツをふり
かけると出来上がりです。
業務内容
身体介護・生活援助
詳細は面談にてご説明します。
まずはお電話にてお問い合わせ下さい。
連絡先：ＴＥＬ ７７ － ２９９７（介護福祉課）
第 29 号
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老人クラブ

町老連総会・研修会

６月２７日

仲南支所

町老連総会において、６名の方が、長年の功労に対して
会長より表彰を受けました。おめでとうございます。
浦山 文志（長尾）
原田 純子（帆山）
近藤 久夫（吉野）
塚本 正男（新目）
秋山 繁子（高篠）
藤原 富子（勝川）
（順不同、敬称略）
研修会では「音楽で楽しく元気に」と題して、公認音楽療法士栗田京子先生による講演が行わ
れ、会場には笑顔と歌声がひろがりました。懐かしい歌を思い出したり、歌ったりすることは、
脳の活性化につながるそうです。毎日の暮らしの中に、積極的に音楽や歌を取り入れましょう。

満濃支部総会

５月２２日

満濃農改センター

満濃支部においても、６名の方が、支部長より表彰を
受けました。おめでとうございます。
大谷 知代子（炭所東）
松浦
守（神野）
吉川 成則（長尾）
水江 達雄（四条）
大池 節子（吉野）
赤井 利明（高篠）
（順不同、敬称略）

私の
健康法

自然のままに、思いのままに

佐文幸会 西浦

好正さん

健康法について何か書いてと頼まれたものの、僕にはこれまで、自分の健康法というもの
を意識的に考えたことがない。子供のころから自然のままに、思いのままに、さして医者の
世話にもならず丈夫に生きて来たからかも知れない。このごろになって多少、健康不安がよ
ぎるようになって来たものの、ことさらに、生活習慣を考え直す程のこともないように思う。
みんなと一緒に健康づくりに励みたいと思うだけ…。
何十年も変わらない僕の生活習慣の特徴は、①年中朝５時の早起き（早寝習慣は完全に崩
れました） ②好き嫌いなく、手近にあるものを自分で調理して何でも食べる ③心がけて
腹から声を出す（詩吟、カラオケ、詩・文朗読、読経その他） ④ストレスをためず、いつ
も気分転換を考える ⑤薬は医者の出すものしか飲まない ⑥世のため、人のため求められ
ることをする…。
普段の生活を思い返しながら、以上のように自分の健康法（？）を整理してみました。あ
まり、みんなの参考にはならないかも知れませんが、勘弁して下さい。
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こんにち

ボランティアさん

散髪ボランティア

散髪ボランティアは、やすらぎ荘が開設された平成４年より約２１年継続され、琴南地区の有志が
行っているボランティア活動です。毎月３回やすらぎ荘の職員と一緒に施設から美容院等への送迎の
お手伝い、見守り、声掛けなどが行われています。現在は約３０名が活動されています。
今回は、散髪ボランティアをしている大野登代子さんに同行させていただきました。
この日は、やすらぎ荘からオカサカ美容院まで、職員と一緒に利用者３名を送迎し、散髪の間、付
き添い見守り、声掛けをしてくれました。「介護の勉強はしてはいないけど、実際自分の親が認知症
を患い介護した経験を生かし、年１回ではあるが地域に貢献したい」という思いで、活動されている
そうです。
岡坂さんのお話によると、平成３年１月開店当時、やすらぎ荘の園長様より、「施設の中だけで高
齢者を住ませておくのでなく、地域に出て地域の人と繋がってもらいたいのですが、協力していただ
けませんか？」とお話があり「少しでも役に立てたら」という思いではじめたそうです。「散髪をす
ることと皆さんの元気な姿を見るのが凄く嬉しいです。」と、素敵な笑顔で応えてくれました。近く
の診療所等に来たお客さんが気軽に集えるように、大勢座れるソファー、テーブルには茶菓子が置か
れ、優しい心づかいが伝わってきました。この他にも、リオン理容所、伊良原理容も協力してくれて
いるとの事です。
利用者の黒川トミエ様（９０歳）は、「ここに来て話をするのが楽しい」と、笑顔でおっしゃって
いました。こうして、地域の方々の協力を得て、繋がりを絶やさず、活動が継続されればいいですね。

▲やすらぎ荘盛様、散髪ボラン
ティア大野様、利用者黒川様
やすらぎ荘を出発です！

▲美容院到着

ボランティア
ー
協力校コーナ

▲皆が集まって会話
できるよういつも
▲綺麗になりました。はいチーズ！
茶菓子を用意して
▲楽しく会話しながら散髪！
います！

気づく・感じる・学ぶ
琴南中学校

児童生徒の福祉教育

やすらぎ荘訪問

琴南中学校の生徒が、やすらぎ荘を訪問し、お年寄りとの交流を深めています。感想をいただき
ましたので、紹介します。
部長

高木

麻裕

ふれあいコンサート
六月二日、私たちブラスバンド部はやすらぎ荘で２回目の「ふ
れあいコンサート」を開催しました。今回は入所されているお
年寄りの移動介助もさせていただきました。車椅子の押し方や
手の引き方などの基本的なことを学んだあと、実際にやってみ
ました。すごく緊張しましたが、お年寄りの方が「がんばれや」
「楽しみにしとるで」と逆に声をかけて下さり、とてもうれし
かったです。
演奏は大成功でした。前回盛り上がった曲はもちろん、今回
は手作りの楽器を使って一緒に演奏を楽しんでもらうこともで
きました。みなさんが笑顔になり、
「ありがとう」
「楽しかったよ」
と言ってくださり、私たちもうれしかったです。
今後もこのような機会を私たちから提案し、たくさんの人が
笑顔で、元気になるような活動をしていきたいと思います。

▲やすらぎ荘にてふれあいコンサート

▲やすらぎ荘

夏祭り参加

第 29 号
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子育てサロン通信
～夏、にぎやかな会場～
この夏は連日の暑さが続きました。幼い子どもさん、お母さ
ん、そして妊婦さんはとても暑そうでした。そんな中、みなさ
んが元気に遊びにきてくれました。７月には、七夕や子どもの
散髪講座を開催。自宅でできる髪の揃え方、すき方のポイント
を教えてもらいました。８月は、４～５歳児の兄弟姉妹も参加
してくれるようになり、２歳児さんたちが、おにいちゃんおね
えちゃんを追いかけて走りまわったり、まねっこをしたりして
楽しそうでした。
最近は、この春に生まれたばかりの子どもさんがいる家庭が
定期的に参加してくれています。お盆休みを利用して、おじい
ちゃんやお父さんもサロンに参加してくれた家庭もありました。
秋には、いろいろな季節行事を考えています。お気軽にご参加
ください。

▲かき氷

ガリガリ♪

▲子どもの散髪講座
講師 原文香さん

対象は０歳～未就学の子どもとその
保護者、妊婦等です。ほっと一息できる場所。
気軽にちょっとのぞいてみませんか？
毎水曜日10時～14時
／満濃農改センター
毎金曜日10時～12時
／神野婦人の家

実施日／場所

▲あめんぼさんの読み聞かせ

♪♪１０月・１１月の主な行事♪♪

▲線路づくりに夢中

10月９日（水）あめんぼさんの読み聞かせ
16日（水）ブロッサムさんの読み聞かせ
18日（金）みんなでおやつづくり
（神野母子愛育会さん・
食改さんが協力）
25日（金）ハロウィンパーティ
11月１日（金）バスでおでかけサロン
（満濃荘→かりんの丘公園）

イラスト

▲僕はエレクトーン奏者

山本恭子さん

デ ー タ

サロンへようこそ
～ほめあう

すごい～

代表者

川淵郁代さん

Ｙ クラブさんは、満濃南幼稚園に通っている当時、年少のリス組さ
んの親御さんたちが、物づくりを通して、語り合い、ほめ合うことで
より素敵な笑顔の母になり愛情いっぱいの子育てができるようにと立
ち上げた子育て支援のクラブです。
クラブに伺った日は、夏休みも残りわずかな８月２２日（木）。その
日の活動は、子どもさんも一緒に参加していたので針を使わずにでき
るものをと「くるみボタン」を作成されていました。活動が始まって
２年目を迎え、はじめは手芸が苦手だったお母さんもだんだんと手芸
に慣れてきたそうです。作った作品たちは、公民館まつり等で販売し、
売り上げは地域のために使いたいと言われていました。
物づくり以外にも調理実習、縁日あそび、着付け教室などお母さん
が知りたいこと楽しみたいことを計画されています。
代表の川淵さんは「以前、私自身が幼稚園の先生に褒められてうれ
しく、心のゆとりができたように思います。あの心のゆとりを他のお
母さん方もみんな経験できたらと思って声かけをはじめました。３歳
～５歳の大切な時期に良い子育てしながら親子とも成長できるような
クラブにしていきたいです。そのために、次の世代の親を誘って繋がっ
ていけたらと思っています。」と話されていました。
２

▲小学生のおねえちゃんたち
から絵本の読み聞かせ
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▲Ｙ2クラブのみなさんと子どもたち
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わいわい

Y２クラブ

新規募集中
です。
お気軽に
参加ください

子育てサロン情報

実施日／場所

▲七夕

▲双子ちゃんも来ています。

▲くるみボタン制作
☜会費はこちらの
ポストに

▲できあがった作品

くるみボタン・シュシュ・ピン止め

縁日遊び

▲焼きそばづくり

▲ヨーヨーつり

善意の 寄付
地域福祉に活用させていただきます。
ありがとうございました。
平成25年7月1日から平成25年8月31日
2013年9月発行

個

イラスト

山本恭子さん

人
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吉野下

平田

克仁

箇

和泉

幸子

七

箇

大西

徹

丸亀市

中家

星明（亡父中家明男／下福家）

川

東

谷川

良見

群馬県

中谷

雅（亡父神藤正弘／皆 野）

宮

田

伊井

貞博

佐

松浦

七

文

武夫

（敬称略・順不同）

寄附金の税額控除について
本会への寄附金は所得税及び住民税の控除対象になっています。
寄附金控除の適用を受けるには、寄附の際に交付した領収書を添付して
確定申告を行って下さい

車いす

一 日 福 祉

貸し出します

三原志幸さん御家族
岡山ＲＳＫバラ園おでかけに
車椅子を使用されました。

ありがとう
の
言葉をいただきました。
日常生活用具貸与事業 車いす貸出します。
詳しくは地域福祉課まで！

支え 合 い！

募集

町社協では、ひとりで外出することが困
難な方や、家に閉じこもりがちな方が、
「か
りんまつり」に安全に楽しく参加していた
だくことを目的に「一日福祉事業」を実施
します。この事業は介助を必要とされる人
へのボランティアによる援助や車椅子の無
料貸し出しを行います。又、町社協のリフ
ト車での送迎も行います。
たくさんの方のご参加をお待ちしており
ます。あなたも地域のハンデキャップのあ
る方をお誘いして参加されませんか？
日

時 平成２５年１０月２７日（日）
１０：００〜１４：００

場

所 国営讃岐まんのう公園

申込締切日 平成２５年１０月１５日（火）
申

社会福祉法人

込

先 地域福祉課

まんのう町社会福祉協議会

〒 769 − 0313 香 川 県 仲 多度郡まんのう町生間 415 番地 1［役場仲南支所内］
☎ 0877 − 77 − 2991 FAX0877 − 77 − 2992 E-mail：manno-syakyo@mg.pikara.ne.jp
http://www.manno-syakyo.jp/

