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覧ください。）
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社協だよりは『赤い羽根共同募金』の助成を受けて発行しています。



　多年にわたり社会福祉活動に功績のあった方々を顕彰するため、三年ごとに大会を開催しておりましたが、
今回は新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、式典の開催にかえて表彰状をお届けする形で行いました。

第５回　古河市社会福祉大会表彰者

齊　藤　髙　治
那　須　　　愛
小　倉　佐智子
天　内　　　健
小　嶋　崇　幸
長　濱　弘　道
菅　原　五　郎
小野澤　裕　子
小　山　やい子

≪社会福祉協議会　会長表彰≫

・多年にわたり民生委員・児童委員として、地域住民の福祉向上のために貢献されました。

民生委員・児童委員【46名】

岩　元　美代子
小　関　日出男
小　林　正　美
北　村　福　治
岡　安　房　夫
諏　訪　　　清
稲　村　さち子
浦　田　富士子
谷　島　昇　次

生　方　隆　雄
松　本　喜　市
菅　沼　い　ゐ
平　井　礼　子
小　林　　　正
野　本　　　功
渡　辺　三　夫
関　根　　　正
服　部　光　俊

鈴　木　　　勇
荒　川　一　幸
中　村　太　一
池　田　俊　明
大　澤　きみえ
鈴　木　道　子
平　野　　　坦
塙　　　久　子
髙　橋　美津子

枝　　　昭　壽
𠮷　田　治　夫
染　谷　典　秀
長　濱　道　子
斉　藤　キヨ子
守　谷　和　弘
舘　野　　　昇
大　森　三　香
匿名２名

（敬称略・順不同）

・社会福祉団体の本部役員として、多年にわたり社会福祉団体の振興発展のために貢献されました。

渕　岡　　　弘

社会福祉団体本部役員【１名】

・多年にわたりボランティアとして、奉仕活動を実践され社会福祉向上のために貢献されました。

遠　藤　まさ子
小　澤　美代子
古　橋　繁　子
齋　藤　　　裕
野　口　喜太郎
大　澤　憲　一
鈴　木　　　孝
木　村　　　隆
三　宅　譲　治
森　　　和　子

ボランティア【52名】

山　田　すみ子
染　宮　喜代子
野　手　盾夫子
伊　藤　正　博
小松崎　雅　康
植　竹　　　潔
古田土　公　勇
植　竹　千恵子
山　中　和　子
吉　田　成　子

袖　山　　　茂
袖　山　啓　子
中　村　秀　子
中　島　静　子
大　島　洋　子
鈴　木　輝　子
染　宮　美津子
能　城　一　雄
小此木　正　司
稲　葉　清　枝

荒　木　勇　治
影　山　久美子
小　林　啓　子
野　口　志穂美
落　合　伸　二
尾　花　龍之介
小　竹　将　太
関　　　将　希
粕　谷　優　希
関　　　朋　希

野　澤　奈々佳
関　根　南　帆
島　藤　行　男
前　田　勝之進
須　藤　昌　子
染　谷　忠　男
匿名６名
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≪社会福祉協議会　会長感謝≫

・本協議会に対して多大なる善意をお寄せ頂き、社会福祉事業の発展に貢献されました。

積水ハウス㈱関東工場　自動車クラブ
諸川めぐみ幼稚園保護者会・職員一同
沢れい子後援会ドリーム会古河支部
ヤマザキ製パン従業員組合古河支部
関東西濃運輸労働組合古河支部
特別養護老人ホーム希望の森
人力車まくらがの里　欅組

高額寄付者（寄付者）【23名（団体）】

居酒屋ますま　増間　道子
古河商工会議所女性会
古河ライオンズクラブ
タテノダンススクール
㈲長塚建築設計事務所
古河ヤクルト販売㈱
京三電機労働組合

㈱初見運輸倉庫
ＨＡＲＩＯ㈱
㈱ラクラク
京三電機㈱
柿沼　正行
匿名４名（団体）

・本協議会に対して多大なる善意をお寄せ頂き、社会福祉事業の発展に貢献されました。

Ｓ・Ｔｅｃフーズ㈱古河ファクトリー
㈱ソイルテクニカ東京機械センター
社会福祉法人共生社　あじさい学園
医療法人社団隆周会　安藤整形外科
税理士法人紫峰会　阿久津事務所
特別養護老人ホーム希望の森
総和ライオンズクラブ女性部
フルトンプロダクツ工業㈱
特別養護老人ホーム愛和苑
特別養護老人ホーム白英荘
税理士法人　報徳事務所
茨城むつみ農業協同組合
三和コンクリート工業㈱
㈲ヨッシー設備サービス
ＫＤＤＩ㈱八俣送信所
日野自動車㈱古河工場
ヤマザキビスケット㈱
㈲前島自動車修理工場
古河ロータリークラブ
北利根工業団地協議会
古河ライオンズクラブ
世界心道教古河教会
㈲ウツギ保険事務所
㈱きもと　茨城工場
㈱常陽銀行三和支店

特別大口会費・共同募金協力者【100名（団体）】

㈱常陽銀行総和支店
㈱イシシゲ自動車
㈱白川電機製作所
㈲初見自動車販売
㈱タカノ重機土木
㈲保永金属精錬所
東豊梱包運輸㈲
㈱野本電設工業
㈱イーエス商会
荏原電機工業㈱
小川建設工業㈱
古河浅井保育園
三和運輸倉庫㈱
㈱高橋芝園土木
森田建設工業㈱
山中建設工業㈱
㈱初見運輸倉庫
友愛記念病院
旭木材工業㈱
㈲古河用達社
㈱三和豆水庵
総和中央病院
㈲代田自動車
㈲中村材木店
ＨＡＲＩＯ㈱

三ヶ尻工業㈱
ヤマト工業㈱
㈱吉田製作所
㈱小松電工社
大建鋼業㈱
㈱ラクラク
㈱影山倉庫
㈱相葉商会
㈲石川商事
㈲大城産業
金澤工業㈱
川崎鍛工㈱
三桜工業㈱
関口家具店
㈱ダイサン
中央工業㈱
東斉藤眼科
㈾米銀商店
清恵保育園
㈱アサイ
㈱旭興業
㈱あやめ
㈱エイワ
㈱総プロ
勝願寺

妙光寺
一向寺
吉祥寺
久昌院
金蔵院
㈱笹山
浄善寺
普舜院
㈱船橋
遍照寺
隆岩寺
宗願寺
東林寺
安禅寺
宝輪寺
田村　新之助
靍見　昌芳
前津　勝
匿名７名（団体）
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基本
目標

令和３年度実施事業

１．地域づくりのパートナー・支え合える人づくりをする社協　
２．支援を必要としている人を包括的、重層的に支える社協
３．社会的弱者に寄り添い、権利擁護を推進する社協　
４．新たな福祉ニーズに柔軟に対応し、次世代へと信頼をつなぐ社協

古河市社会福祉協議会  事業計画

２．ボランティア活動の推進・�
� 福祉人材育成事業
（１）ボランティアの発掘と育成
①ボランティアセンター運営
②ボランティア活動助成事業
③ふくしチャレンジスクール（行っチャオ！、やっチャオ！）
④学生ボランティアサークル「ふうせん」の育成援助
⑤福祉まつりの開催（ふれあい広場、手づくりまつり）
⑥ボランティア協会への運営援助

（２）災害発生時への備え
①災害ボランティアセンター

（３）福祉人材の育成事業
①地域サポーター養成講座（入門編・実践編）
②古河市認定ヘルパー養成講座
③災害ボランティア養成講座
④傾聴ボランティア養成講座
⑤おもちゃドクター養成講座
⑥実習生の受け入れ（相談援助業務）

（４）「ももちゃん」フードドライブの実施【新規】

１．法人運営
（１）会務運営
①理事会・評議員会の開催
②監事会の開催
③評議員選任・解任委員会の開催
④福祉事業推進委員会の開催
⑤共同募金配分委員会の開催
⑥苦情解決第三者委員会の開催

（２）財源確保
①社会福祉協議会会費
②共同募金配分金
③寄付の受入

（３）ガバナンス・コンプライアンスの向上
①役員研修
②職員研修
③顧問弁護士の委託
④産業医の委託
⑤社会保険労務士の委託
⑥衛生委員会の開催

（４）広報・啓発活動の充実
①「社協だより」の発行
②ホームページの公開
③イベント等を通しての広報活動

（５）地域福祉活動計画の推進
①「第３期古河市地域福祉活動計画」の推進

３．支援・援助事業
（１）古河市老人クラブ連合会への支援
（２）�古河市身体障害者（児）福祉団体連合会への支援
（３）�ひとり暮らし高齢者給食サービスの実施
（４）�ふれあいいきいきサロン事業の支援、交流会の実施
（５）在宅福祉サービスセンター事業
（６）陶芸教室事業
（７）救援活動
①緊急生活支援対策事業救済物資支給
②自然災害（地震・風水害等）、火災による被災
者に対する援助

③行旅人に対する援助
（８）各種団体に対する補助金の交付及び援助
（９）福祉用具等貸出事業
（10）法人後見受任事業
（11）心配ごと相談事業

●○●○●○●○●○●○●○● ●○●○●○●○●○●○●○●

令和３年度
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令和３年度 古河市社会福祉協議会 一般会計 予算

４．貸付事業
①生活福祉資金貸付事業【茨城県社会福祉協議会の貸付事務受託】
　総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金
②臨時特例つなぎ資金貸付事業【茨城県社会福祉協議会の貸付事務受託】
③生活一時資金貸付事業

６．介護保険事業
（１）居宅介護支援事業
（２）訪問介護事業
（３）�古河市介護予防・日常生活支援総合事業
①介護予防訪問サービス
②家事応援訪問サービス

（４）移送サービス事業

５．共同募金への協力
（１）赤い羽根募金運動への協力
（２）�歳末たすけあい募金運動への協力
①要援護世帯援護金配分
②歳末地域たすけあい事業配分
③歳末たすけあい事業

（３）災害義援金への協力

９．指定管理事業
（１）�総和老人福祉センター「せせらぎの里」管理

運営事業

７．障害者総合支援事業
（１）指定居宅介護事業
（２）障害者移動支援事業

８．受託事業
（１）日常生活自立支援事業
（２）成年後見制度推進事業
（３）一般高齢者介護予防通所事業
（４）デイステイ事業（のぞみ、さんわ）
（５）地域包括支援センター（古河、三和）
①高齢者に関する総合相談支援業務
②高齢者の権利擁護業務
③ケアマネジメント支援業務
④介護予防ケアマネジメント業務
⑤指定介護予防支援業務

（６）生活困窮者自立支援事業
①自立相談支援事業
②住居確保給付金支給事業
③家計改善支援事業
④アウトリーチ支援強化事業【新規】

（７）生活支援体制整備事業
（８）地域力強化推進事業

予算額　 693,327 千円 （単位：千円）

会費収入　14,120
老人福祉センター売店事業　349
自動車運送事業　169老人福祉センター

管理運営事業　41,411

三和地区地域包括
支援センター事業　
55,285

古河地区地域包括
支援センター事業　
85,165

指定居宅介護事業　
62,804

訪問介護事業　
53,921

居宅介護
支援事業
50,449

デイステイ事業　11,144
ふれあいの湯運営事業　7,514
地域力強化推進事業　1,502 生活支援体制整備事業　10,135

生活困窮者自立支援事業　40,199
日常生活自立支援事業　4,222
成年後見事業　7,676

生活福祉資金貸付事業
　3,356

陶芸教室事業
　2,237

在宅福祉サービス
運営事業　2,685

ボランティアセンター
運営事業　5,351

小口貸付事業　527

心配ごと相談所事業
　271

共同募金配分金事業
　29,208

法人運営
217,747

前期末支払
資金残高
187,758

サービス区分間繰入金収入　5,340

拠点区分間
繰入金収入　
44,791

事業区分間
繰入金収入　
13,020

その他の活動
による収入　15,337

その他の収入　
3,744
地域生活支援
事業収入　2

障害者福祉サービス等
事業収入　19,330

介護保険等
事業収入
117,800 事業収入　8,837

受託金収入
181,908

経常経費
補助金収入
79,840

寄附金収入　1,500
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一般会費　 （１世帯） 300円
特別会費　　 （１口） 1,000円
特別大口会費（１口） 5,000円

※一般会費は自治会・行政区・町内会を通じ依頼します。

特別大口会員追加報告
令和３年２月１日以降にご協力いただいた法人をご報告いたします。（敬称略）
・ＮＥＣフィールディング（株）

令和３年度 社協会費ご協力のお願い

３

　社会福祉協議会では、『地域の絆を深め、福祉
文化が根づくまち地域共生社会古河』の実現を目
指し、お互いに支え合いながら生活を送ることが
できるよう事業を展開しております。
　この会費は、福祉コミュニティの推進、在宅福
祉サービス、障がい者福祉、ボランティア活動支
援、地域福祉の担い手育成等の事業に活用されま
す。
　皆さまのご協力をお願いいたします。

令和２年度　会費実績
（令和２年４月１日～令和３年３月31日）

一般会費 10,334,790円
特別会費　 582,000円
特別大口会費 3,255,000円
合計 14,171,790円
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開催日時：７月８日（木）・９日（金）（２日間）
　　　　　午前９時30分～午後３時15分
開催場所：古河福祉の森会館
　　　　　（古河市新久田271－１）
募集期間：６月14日（月）～６月30日（水）まで
申込方法：�下記のお電話もしくは、窓口にてお申

込みください
　　　　　電話：0280－48－0808
　　　　　窓口：古河市新久田271－１
　　　　　　　　（古河福祉の森会館内）

開催日時：７月20日（火）午前９時30分～正午
開催場所：古河市新久田271－1　古河福祉の森会館
募集定員：30名（先着）
参 加 費：無料
募集期間：７月１日（木）～７月13日（火）まで

※新型コロナウイルス感染症感染拡大等により、延期もしくは、中止となる場合が有ります

こんな方へお勧めの講座です
・ボランティア活動って何？
・何かボランティアをやってみたい！
・自分が地域で何か役に立てるのでは？
・たくさんの人と関わりたい
・社会福祉協議会って何だろう？

生活支援体制整備事業

第９回古河市認定ヘルパー養成研修受講生募集

 地域サポーター養成講座（入門編）※マイスター認定講座（P12）参照

Ｑ Ｑ
Ａ Ａ

古河市認定ヘルパーとは？ 家事応援訪問サービスとは？

古河市における市独自の介護予防・日常生活支援総合事
業の家事応援訪問サービス（緩和した基準による訪問介
護サービス。）に従事するために必要となる資格です。
（古河市内のみ有効）

調理、洗濯、掃除、買い物等の�
家事（身体に触れない）生活援助
サービス

募集定員：30名（応募者多数の場合は抽選）
研修費用：無料
参加対象：�市内在住の方で、２日間の研修会に参

加できる就業意欲のある方
研修内容：①介護保険制度の概要
　　　　　②高齢者の心と体に関する理解
　　　　　③�家事応援訪問サービスとしての心得

及び倫理
　　　　　④�家事応援訪問サービスでは行うこと

ができない行為

お電話もしくは
QRコードを読み取って

フォームから
お申込み下さい

古河市社会福祉協議会
0280-48-0808

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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ももちゃんフードボックスに下記のものをご寄付下さい。
　 （植物油や調味料、乾麺、海苔などの乾物、缶詰、お米、レトルト食品

といった保存食）

目　的　�　家庭に余分にある食品を提供していただき、それら

を生活に困窮する世帯や、地域の福祉団体施設等に寄

付することで、食品ロスの削減に努めながら、社会的

支援を必要とする人たちの自立に繋げることを目的と

します。

ももちゃんフードボックスを

� 設置しました！！

ももちゃんフードボックスの設置場所
　　福祉の森会館　　　　 （古河市新久田271－1）
　　健康の駅　　　　　　 （古河市駒羽根1501）
　　三和地域福祉センター（古河市仁連2228－7）

◆問合せ　地域福祉課　☎48-0808

（令和３年４月30日現在）災 害 義 援 金 報 告
令和２年７月豪雨災害義援金
受付期間：Ｒ2.7.13～Ｒ3.3.31（終了）�（敬称略）
鶴峯八幡宮　高橋博文

令和３年２月福島県沖地震災害義援金
受付期間：Ｒ3.2.24～Ｒ3.5.31
匿名（１名）

　皆様からお寄せいただいた義援金は、茨城県
共同募金会を通して被災地の共同募金会へ送金
させていただきました。
　ご協力ありがとうございました。

令和３年島根県松江市大規模火災義援金
受付期間：Ｒ3.4.12～Ｒ3.5.31

・ 食品は未開封で賞味期限が２ヵ月以上
あるもの

・常温で保存できるもの
・ お米は事前に害虫等の発生がないこと

をご確認下さい

注
意
事
項
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・古河市にお住まいで、収入が少なく
　生活に困っている方。
・将来的に生活に困る恐れのある方で、
　生活上の問題で悩んでいる方。
※生活保護世帯は対象外となります。

　家計改善支援員が、家計の収支を確認しながら生計の安定を図ることを
目標に、生活費の使い方などの見直しのお手伝いをいたします。
　お気軽に下記までお問い合わせください。

生活支援センターでは、専門の相談員が、
あなたの不安や悩みの解決に向けて一緒に
取組んでいきます。

◆問い合わせ・予約先
　住所　古河市駒羽根1501
　　　　健康の駅内
　電話　92－7017

生活や仕事で悩みや不安を抱えている方の相談窓口

古河市生活支援センターでは
次のような方のご相談を
受け付けます

・秘密厳守
・相談無料
・予約制　

古河市生活支援センター

家計に関する相談を�
� 受付けています！
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○寄付金
氏名・団体名 金額

デイリーヤマザキ総和東牛谷店（募金箱） ¥226�
㈱ベルク古河駒羽根店　お客様一同 ¥47,401�
関東西濃運輸労働組合　古河支部 ¥60,000�
人力車まくらがの里　欅組 ¥107,026�
古河中田郵便局（募金箱） ¥9,821�
㈲セキグチ書店（募金箱） ¥22,909�
鶴峯八幡宮　高橋　博文 ¥2,000�
リサイクル　関口　和男 ¥10,000�
いきいきサロンあざみ会 ¥3,341�

氏名・団体名 金額
総和ライオンズクラブ ¥103,550�
古河二高　３年５組 ¥14,660�
積水成型労働組合 ¥75,000�
ツルタ商事㈱ ¥30,000�
㈲小島工業 ¥10,000�
㈱ラクラク ¥500,000�
飯田　明 ¥3,819�
匿名（４名） ¥25,723

○寄贈
氏名・団体名 物品

茨城県退職公務員古河
支部　三和分会 未使用タオル93枚
立正佼成会　古河教会 米150㎏
㈱ギンビス古河工場 ビスケット600箱
㈱タカノ重機土木 車いす１台、高齢者疑似

体験教材４セット
大野モータース お菓子多数
㈲セキグチ書店 衣類等多数
古河中田郵便局 切手17枚（979円分）
㈱ダイナム インスタント食品等多数

㈱東流社
ウエットティッシュ
18,000個
マスク6,000個

㈱エイワ タオル244枚
高橋　守男 車いす１台

匿名（５名）

米120㎏、
筆記用具等多数、
タオル48枚、衣類多数、
食品多数、マスク150枚、
デジタル時計１個、
災害備蓄用ラスク1,320個

○収集ボランティア
（使用済切手・使用済プリペイドカード・書き損じハガキなど）

氏名・団体名
茨城県退職公務員古河支部　三和分会
セブンイレブン　茨城三和南店
社会福祉法人芳香会　法人本部
青嵐荘つくし園相談支援事業所
人力車まくらがの里　欅組
㈱積水化成品関東　水の会
古河さわやかステップ
㈱東武資材茨城支店
日本バイリーン㈱
諸川めぐみ幼稚園
㈱渡辺本家倉庫
㈲栗田製作所
三和手話の会

陽だまり会
けやきの会
微助人の会
㈱佼津
平岡　美代子
中田　美佐子
御鍵　晴子
匿名（１名）

自分のまちの応援団

◆問合せ　地域福祉課　☎48-0808

ご寄付をいただき
誠にありがとう
ございました。

寄付をいただいた皆さんをご紹介いたします。
 令和３年１月29日～令和３年４月30日まで（敬称略・順不同）

総和ライオンズクラブ　様

㈱ラクラク　様

人力車まくらがの里　欅組　様㈱ギンビス　古河工場　様

関東西濃運輸労働組合　古河支部　様

㈱タカノ重機土木　様

積水成型労働組合　様

立正佼成会　古河教会　様
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子ども食堂「来夢」　開催概要
日時　毎月第３土曜日
　　　お弁当引き渡し11時30分～
場所　トムテ（古河市大山1513－10）
定員　30名（先着・要予約）
料金　子ども100円、大人200円
ＴＥＬ　090－2543－9914（小林さん）
詳しくは公民館等のポスターをご覧ください。

　古河市にある子ども食堂「来夢」は子どもたちの孤
食の解消や世代を超えた地域交流の場としてボラン
ティア10名で運営されています。現在は新型コロナ
ウイルス感染症の影響により会食は中止し、お弁当の
配食を行っています。
　代表の小林さんに新型コロナウイルス感染症による
変化について話を伺うと、「他地域の子ども食堂と
SNS等により情報交換し、早々にお弁当へ切り替えま
した。」とのことでした。

コロナに負けない地域の支え合い
～子ども食堂 「来夢（らいむ）」 ～

３月はひな祭りメニューです
直筆のメッセージやすごろくセットが封入さ
れていました。

寄 贈 品 報 告

自分のまちの応援団

⬆�　茨城県主催の「子ども食堂スタートアップ
セミナー」にて活動事例を紹介していまし
た。（令和３年３月６日）

　㈱東流社様から寄贈していただきました、除菌ウエット
ティッシュを市内全小中学校へ配布させていただきました。
　また、古河市内にお住まいの方や
団体から頂いた食品等は子ども食堂
来夢へ寄贈させていただきました。

あたたかい
善意をありがとう
ございました！！

　これからも来夢は応援して下さ
る皆様と

共に心温まる活動を続けていきま
す！！
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古河市社協の新しい情報は、ホームページの新着情報をご覧下さい。
URL　http://www.koga-syakyo.com/ もしくは、 古河市社協

検索

福祉の妖精『ももちゃん』が
社協の事業や、日々の出来事に
ついてつぶやき中。

古河社協ももちゃんブログ 検索　

地域福祉活動マイスター
認定制度はじめました！

▶地域福祉活動マイスター認定制度って何？
　�　「地域共生社会」の実現に向けて、地域
活動者が自信と誇りを持って地域で活躍す
る人を社会福祉協議会が奨励する制度です。
▶どんな人が対象なの？
　�　古河市に在住、在勤のすべての人が対象
です。
▶何をすればいいの？
　�　スタートは社会福祉協議会が主催する講
座に参加することです！（P7参照）
▶認定されるどうなるの？
　�　認定章として、ももちゃんピンバッチ
（ワンスター）が贈呈されます。希望者に
は「ボランティアパスポート」を発行し自
分のボランティア活動を記録して、活動実
績と期間にあわせてランクアップを申請す
ることができます。

　令和３年４月１日、古河社協に５人のフ
レッシュな職員が仲間入りしました。

☆ひとことコメント☆
岡山　�一員として地域の皆さまがより良く生

活できるように頑張ります。
町田　�どんなことでも相談していただけるよ

うな職員になれるように頑張ります。
藤平　�１日も早く古河社協の一員として活躍

できるよう頑張ります！！
坂下　�地域の皆様との関わりを大切にしつつ、

精一杯頑張ります！！
関野　�地域の皆様が安心して暮らせる町づく

りに少しでも貢献できるよう頑張ります。

新しい仲間が増えました

岡山 町田 藤平 坂下 関野

ふくしの芽～オンラインで交流会～
　古河市内のボランティア協力校として活躍
している八俣小学校と特別養護老人ホームみ
どりの里との交流は今年で12年目！

レクリエーション
の様子

令和２年度
共同募金運動追加報告

　皆様のご協力により、10月から赤い羽根
共同募金及び歳末たすけあい募金を実施いた
しました。１月18日以降にご協力いただい
た法人をご報告いたしま
す。（敬称略・順不同）

・勝願寺
・普舜院

　毎年お年寄りと５年生
とで交流会を行っていま
す。
　新型コロナウイルスの
影響で施設慰問が難しい
為、令和２年度はZoom
を利用したオンライン交
流会になりました。
　児童もお年寄りも新し
い試みを楽しんでいまし
た！

※�ボランティアパスポートをご
希望の際は個人ボランティア
の登録が必要となります。
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