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ふれあいの集い（障害者交流会）
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ボランティア活動の様子

若狭町社会福祉協議会若狭町社会福祉協議会社会福祉社会福祉
法　　人法　　人

ふれあいネットワーク

ボランティア募集中
あなたもボランティアしてみませんか？
若狭町社協では、

・お話ボランティア（１日または、午前、午後）

・レクリェーションボランティア（１３時～１５時）

・運転ボランティア（朝、夕どちらかだけでも可）

・送迎付添いボランティア（朝、夕どちらかだけでも可）

・着脱ボランティア（午前中）

・配食ボランティア（１１時～１２時）

・サロンレクリエーションボランティア（会場：パレア）

　　　　　　　　　 　（１０時～１２時、１３時～１５時）

などのボランティアを募集しております。

ご都合のよい時だけで結構ですので、ご気軽にご連絡下さい。ま

た、他にもたくさんのボランティア内容がございますので、ご気

軽にお問合せ下さい。

ご連絡いただければ、こちらから説明に伺わせていただきます。



ふれあいの集いふれあいの集いふれあいの集い（障害者交流会）

平成１７年度

若狭町歳末たすけあい運動・ＮＨＫ歳末たすけあい運動地域配分事業

若狭町歳末たすけあい運動 ・ＮＨＫ歳末たすけあい運動地域配分事業

県説明会

　福井県障害福祉課の担当職員の方より、新たに制定さ

れた障害者自立支援法について説明いただきました。

　みなさん熱心に話しを聞いておられました。

障害福祉課　企画主査　芝　康弘　氏

・「若狭町婦人福祉協議会」

・「若狭町民生委員児童委員協議会女性部」

・「若狭町母子福祉協議会（すまいる会）」

・「若狭町老人クラブ老人家庭相談員」

・「若狭町女性ネットワーク」

・「気山さわやか会」

・「鳥浜寿会」

・「三方けあきサロン」

・「いずみ連」

当日は８０名以上のボランティアに協力いただき、

交流会をバックアップしていただきました。

ボランティアグループ

　にぎやかな笑い声と楽しいおしゃべりの声が

会場いっぱいに響いていました。

懇親会

アトラクション

主催・協力

　松竹芸能より漫才師を招き、巧みなトークで会場を盛り上げていただ

きました。また、プロの演歌歌手を招いての歌謡ショーは、みなさん食

い入るように見つめながら、美しい歌声に聞き入っていました。

主催

　福井県共同募金会若狭町支会　　　　若狭町社会福祉協議会

　若狭町身体障害者福祉協会

協力

　若狭町　　　　　　　　　　　　　　嶺南振興局二州健康福祉センター

　若狭町民生委員児童委員協議会　　　福井県健康福祉部障害福祉課

漫才：浮世亭大吾・小吾

歌謡ショー：高垣　広美

事業報告

　ボランティアさんの手作りのお弁当を前に、

みなさんもにこやかな表情でした。

　日頃なかなか見ることのないプロの漫才や歌声に、みなさん大満足!!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　｢来年も楽しみにしています。｣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　と笑顔で会場を後にされました。

　町内にお住まいで、身体に障害をお持ちの方々約２００名をお招きし、楽しい交流会を開催しました。当日はボラ

ンティアとして８０名以上の方々が参加され、おいしい手作りのお弁当や、会場の準備、参加者の方の付き添いなど

大変お世話になりました。

　共催いただいた若狭町身体障害者福祉協会からも、交流会開催にあたりご協力をいただき、協会長は開会のあいさ

つの中で『今回の交流会を通じてひとりでも多くの方に協会活動に賛同いただきたい』との思いが述べられました。

合併後初の開催ということもあり、初めての参加となった上中地域の方々も、非常に満足された様子で、来年度の開

催を今から楽しみにされているようでした。

　若狭町社協では、障害者と健常者がともに生きるノーマライゼーションの理念のもと、障害者にやさしいまちづく

りをめざし、このようなすばらしい事業を今後も展開していきます。
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ボランティア
　　　　のつどい
ボランティア
　　　　のつどい
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事業報告

嶺
南
著
名
作
家
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展

こんな作品がありました。

　芸術の秋!!　11月19日から

27日まで、若狭町ボランティ

アセンター運営委員会主催の

もと開催された歳末たすけあ

いチャリティー『嶺南著名作

家名品展』は、普段なかなか

見ることのない、著名作家の

作品を間近で体感し、また気

に入った作品は入札できると

いう楽しさもあいまって、大

きな反響をいただきました。

　嶺南地方に在住および、出身の有名作家35名の方々の作品が一堂に展示され、会場となった

レピア１階のフロアには、買い物に訪れた人たちがカートを押しながら絵を鑑賞される風景も見

受けられました。期間中たくさんの方々にご来場いただき、昨年を上回る実績をあげることがで

きました。

　落札された作品は希望者に手渡され、中には希望する作品を手に「とってもうれしい!!大切に

飾らせていただきます。」とうれしそうな表情で帰られる方も･･･。今回の名品展で寄せられた

収益金は全額歳末たすけあい運動の義援金として寄付いただきました。

　みなさまのあたたかい善意に感謝いたします。

【絵画造形】

　朝倉精道/粟谷正光/伊藤ちづ子

　上原徳治/河下勝次/河田松湖

　神戸正行/久保　馨/竹原　豊

　谷本勝美/柄本忠宗/長谷光城

　中森あゆみ/貫井泰一郎/西田良三

　野瀬成夫/羽溪　了/原　尚美

　牧野浩之/舛谷　孝/松宮昭治

　松宮　　/村上茶山/湯淺廸哉

　吉田正喜/渡辺　淳

【書　　道】

　川上季石/岸本一筆/黒川白嶺

　鹿野棲雲/千葉半　/中塚楓雲

　中村秀峰/森　早苗/山本青蓮 

出展作家

主催●若狭町ボランティアセンター運営委員会　後援●若狭町教育委員会・若狭町文化協会

　ボランティアさんの活動内容

をスライド上映しました。

　職員の説明で笑ったり真剣に

見たり、自分がかかわっている

活動内容以外のボランティア内

容が理解できたことも、よかっ

たと思います。

（上記写真）

　活動内容の異なるボラン

ティアさんが交じっての交

流会では、お互いの苦労・

悩み・やりがいを感じると

ころ等を話し合い、参考に

されていました。

１８年度は１０月２２日（日）に開催を予定しておりますので、ボランティアのみなさんお楽しみに･･･

　初対面の方がたくさんいる

中、日頃のボランティア活動

の話や世間話をしたり、カラ

オケを歌ったりと、おおいに

盛り上がっていました。

　平成１７年１１月２０日（日）、ショッピングセンターレピア２階ホールにて「デイサービス・配食ボラン

ティアのつどい」が開催されました。

　若狭町になり、初めての開催となった今回は、従来の三方地区の運転ボランティア＜愛泉会＞・着脱ボラン

ティア＜あすなろ会＞・配食ボランティア＜まごころ会＞、初参加のレクリエーションボランティア、上中地

区の配食ボランティア、レクリエーションボランティアの方合計５９名が参加されました。

　合併後初開催ということで、各ボランティアの活動風景等のスライド上映、グループに分かれての交流会、

その後の懇親会と和気あいあいの時間を過ごされました。

ス
ラ
イ
ド
上
映
の
様
子

懇
親
会
の
様
子

グ
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交
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ほっとサービスやすらぎ

4月から本格スタート！

新サービス紹介新サービス紹介

　ほっとサービスやすらぎは、介護予防の

一環でデイサービスセンターやすらぎを利

用して一日楽しく過ごしてもらう事を目的

に今年度新しい試みとして実施してまいり

ました。

　集落の仲の良いグループでカラオケをし

たり、ゲームをしたり、足湯やお風呂に入

ったりと･･･社協のほうで用意させてもら

ったメニューの中から選んでいただくかた

ちで、毎週水曜日と木曜日に実施し大変好

評を頂いております。

利用料：500円（昼食代として）

対象者：若狭町内の概ね65歳以上の方

※ ご好評いただいており、今年度の

　「ほっとサービスやすらぎ」は既に

　予約受付を終了させて頂いております。

あなたも参加しませんか？

　4月より、オープンするパレア若狭生きがい部門を使用し

てサービスを本格スタートさせます。

　新しく始めるサービスでは、実施日を週2回から、火曜日

以外の毎日と大幅に増やし、人工温泉（パレアの湯）を核に

し、パレア若狭をフルに活かしたメニューを計画中です。本

格的なカラオケルームでカラオケをしたり、映画館並みのス

クリーンで映画を楽しんだり、陶芸・手芸をしたりしたりと

･･･いろんなメニューを検討中ですので、是非皆さんお誘い合

わせのうえご利用ください。

なお、詳細が決まりましたら利用者募集の広報活動を行いま

すのでお楽しみに！

実施例（案）

フィットネス送迎 送迎昼食 温泉

10：00 12：00 13：00 14：00

　平素はデイサービスセンターの運営に対し、町民のみなさまのご理解、ご協力をいただきましてありがとう

ございます。

　特に朝夕の送迎時間には、みなさまのご通勤時間帯などと重なるため当センターの車両の停車に関して大変

ご迷惑をおかけしていますこと、お詫び申し上げます。車椅子をご使用の方や歩行介助が必要な方が乗降され

るときは、特に停車時間が長引き道路を長時間にわたってふさいでしまっている現状です。当センターの送迎

につきましては、ご自宅に車両を停車させていただくことを大前提としておりますが、やむをえず道路に停車

せざるをえない箇所もございます。お急ぎの場合は車両を移動させていただきますので、その場で送迎車両の

ドライバーもしくは介助員までお申し出くださいますようお願いいたします。今後は、そのような箇所での停

車方法について、再度検討していきたいと考えております。

　文面でのお願いで大変失礼と存じますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

デイサービスの送迎車両の停車についてのお詫びとお願い

利用者の皆さんと新年会を行いました。

職員の踊りや出し物を観ていてだき、楽しい時間を過ごしました。

厨房スタッフによる、サンドイッチ

教室をしました。

その後皆さんでいただきました。 職員で手作りした獅子舞

を披露しました。

デイサービス掲示板

いずみ
パレア

やすらぎ､西田､パレア

2月３日の節分に、約２メートルの

特大太巻きを作りました。出来上が

った太巻きを食べ「美味しい」の声

がとびかいました。

　新年を迎え、パレア・やすらぎの両施設で餅つき大会を実施しました。やすらぎにはデイサービス西田の

皆さんも加わり、交流会を兼ねて楽しまれました。

や
す
ら
ぎ
、
西
田
交
流
会
の
様
子

パ
レ
ア
の
様
子

3 4社協だより 2006年 3月号 社協だより 2006年 3月号



実績報告実績報告実績報告
ご協力ありがとうございました！！

赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金に

ご協力いただき、ありがとうございました。

　この度、皆様からよせられたあたたかい歳末たすけあい募金の配分金事業にて購入させていただきました。

貸出を希望される方は、お気軽に社会福祉協議会へお問い合わせ下さい。（但し、数に限りがあります。）

※原則として、貸出、返却は、利用を希望される方でお願いします。（配送は致しません。）

介護無料貸出用品を新たに

　　　電動ベッド３台、　車イス２台、
　　　シャワーチェアー３台を購入しました

冬を安心して越していただくために...

お餅と生花を贈りました

　１２月２７日に歳末たすけあい募金の配分金で、町内にお住まいの一人暮らし老人へ

鏡もちと雑煮用の小餅、正月用生花を贈らせて頂きました。この事業は旧三方町では昨

年度も実施していたもので、旧上中町では初めての内容でしたが、皆さん喜んでいた

だき数名の方よりお礼の電話をいただきました。

　また、この贈呈事業では、一人暮らし老人の調査と贈呈を民生委員の皆様にお

手伝いいただき実現いたしました。民生委員の皆様にはご協力いただき、ありが

とうございました。

家屋補修を実施しました。

　建築組合青年部のみなさんによる、上中地域

の独居老人家屋補修ボランティア活動が行われ

ました。

　この日は若狭町では初めての本格的な雪とな

り、雪が降り積もる悪天候となりましたが、み

なさん手際よく雪囲いや補修をしていただきま

した。みなさん「これで安心して冬が越せる」

「雪が積もる前に雪囲いができてよかった」な

どと喜んでおられました。

※三方地域は夏に実施済みです。

平成１７年度にみなさまからお寄せいただいた義援金はそれぞれ、

でした。

赤い羽根共同募金

１，９３４，５２４円
歳末たすけあい募金

２，８７３，１６５円

平成17年度 『寝たきりのお年寄りを抱える家族の集い』を開催します

街頭募金　レピア

街頭募金　PLANT-２

若狭町民児協

若狭町ゴルフ協会

若狭町長

若狭町助役

若狭町収入役

若狭町教育長

若狭町議会

若狭町役場

上中・八紘会

岬保育所

梅の里保育所

わかば保育園

ののはな保育園

鳥羽保育所

三宅保育所

明倫保育所

気山保育所

中央保育所

南部保育所

みそみ小学校

三方小学校

気山小学校

明倫小学校

野木小学校

三宅小学校

瓜生小学校

岬小学校

梅の里小学校

熊川小学校

鳥羽小学校

三方中学校

上中中学校

三方診療所

上中庁舎窓口

三方庁舎窓口

上中郵便局

上中病院

嶺南病院

千葉医院

加藤医院

関根医院

松寿苑

熊川公民館

平成商事

PLANT-2

上中商工会

大島食堂

ＪＡ三方五湖職員組合

若狭消防署上中分署

お申し込み、お問い合わせは2月28日(火)までに若狭町社会福祉協議会

下記までご連絡をお願い致します。

 　三方地区の方　地域福祉センター泉内　担当　木下　℡45-2837

 　上中地区の方　パレア若狭内　　　　　担当　内藤　℡62-9005

　対象者：若狭町内在住で寝たきりのお年寄りを抱える介護者の方及び、ご家族の方

　日時　：平成18年3月11日(土)  AM10:00～

　場所　：虹岳島温泉『虹岳島』

　参加費：1,000円

※バス等で送迎いたします。

介護者のつどいを開催します！（参加受付中）

各集落でお願いしました袋募金では、ほとんどの世帯より義援金をいただき、

ありがとうございました。袋募金以外で受付いたしました義援金は、以下の

とおりです。

上中支所窓口

上中商工会青年部

日笠　凸凹会

天徳寺壮年会

三宅地区仏教会

プラザふれ愛わかさ

瓜生大神楽同好会

瓜生サロン一同

瓜生　梅花講

下野木地蔵お賽銭

松寿苑職員一同

天徳寺いずみクラブ

海士坂モクセイ会

海士坂そ菜グループ

熊川得法寺仏教婦人会

北原教室　上中支部

円成寺　仏教婦人会

瓜生地区　仏教以真団

ミニストップ　若狭三方店

ミニストップ　上中店

ミニストップ　若狭瓜生店

ファミリーマート　三方鳥浜店

ファミリーマート　三方北前川店

若狭町明るい社会づくり推進協議会

相田区　すてるのもったいない市

西野工務店

西野土木

正明寺

前田　き久江

大上　信雄

赤尾　輝夫

清水　和夫

水江　キク

松宮　源吾

塚本　新一

吉村　哲雄

新田　新

吉村　陽子

(匿名)

（敬称略　順不同）
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【事務局】
　若狭町社会福祉協議会（パレア若狭内）
　　上中支所　　　　担当：橋本　貴文
　　　　　　TEL（0770）62-9005
　　　　　　　　　　　　有線　5171

移送サービス利用券
廃止についてのお知らせお知らせの

　　　　　コーナー

お知らせの

　　　　　コーナー

　現在、若狭町ボランティアセンターに登録されているボランティアの方々が加入されているボランティア保険

が、平成18年3月31日をもって期限満了となります。３月中には更新のお知らせはがき
を郵送いたしますので、４月中には更新手続をお願いいたします。

《更新手続》・若狭町ボランティアセンター（若狭町社協 三方支所・上中支所 内）で職員に住所・氏名を伝え、

　　　　　　　５００円をお支払いただくだけです。

　　　　　　・発行された領収書は大切に保管してください。

　　　　　　　　　　　　　　以前からお伝えしていますとおり、旧上中町社会福祉協議会の移送サービス利用

　　　　　　　　　　　　　券は、平成18年3月末日をもって使用期限が切れます。よって、平成

　　　　　　　　　　　　　18年4月以降は使用できなくなりますのでご注意ください。なお利用券の払い戻し

　　　　　　　　　　　　　は、今後も一切いたしませんので、期限までに使い切っていただきますようお願い

　　　　　　　　　　　　　いたします。また利用券は、利用者

ご本人のみ使用となりますので、ご本人以外の使用はご遠慮くだ

さい。利用者各位には、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解

くださいますようお願い申し上げます。

　ご不明な点等ございましたら、事務局までご連絡ください。

ボランティア保険更新のお知らせ

・ボランティア個人またはボランティアグループ

ボランティア活動保険

　ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任を

補償します!!ボランティアをされる方はぜひご加入ください。

・ボランティア個人

・ボランティア監督義務者

　（ボランティアが子供で責任能力がない場合）

加入申込者（加入できる方） 被保険者（補償の対象となる方）

補償内容

・ボランティア活動中の様々な事故によるケガや　賠償責任を補償します。

入浴ボランティア

活動中、誤って

お年寄りにケガを

させた

ボランティア活動

に向かう途中、

交通事故にあった

清掃ボランティア

活動中、転んで

ケガをした

活動中、食べたお

弁当でボランティ

ア自身が食中毒に

なった

自転車でボランテ

ィアに向かう途中

誤って人にケガを

させた

家事援助ボランテ

ィア活動中、誤っ

て花びんを落とし

た

詳細については、若狭町ボランティアセンターに

お問合せください。

【お問合せ】

　若狭町ボランティアセンター（若狭町社協 内）

　電話　０７７０－４５－２８３７

　デイサービスパレアで利用者さんにリハビリやマッサージをして

いただいてます。

　理学療法士や看護師などの資格を生かしたリハビリ提供に利用者

さんも大変喜ばれています。

　若狭町社協が実施する福祉サービスで、活動して頂いているボランティアさんが、日頃どの

ような活動をされているのかを紹介するコーナーです。

　今回も、デイサービスセンターいずみと、パレア若狭で活動されているボランティアさんを

ご紹介いたします。

デイサービスセンターいずみで、利用者の皆さんの入浴時の着脱をお手伝いして頂いています。

《　中川　正枝さんのお話　》

　皆さんが色々なところでボランティアをしてお

られる事を知り、私も着脱だったら出来るのでは

ないかと思い参加させていただきました。

　月一回の活動ですが、色々な方との出会いがあ

ります。「おはようございます」と声をかけると

笑顔を返してくださり、「姉さん、どこの人や」

と会話もはずみ、午前中はあっという間です。

　私もまだ元気でいる時に、皆さんのお役に立て

ればと思っています。

《山田　清美さんのお話》

　大阪で看護師と理学療法士の免許をとりまし

たが、今現在、自分が視力障害となり、皆様の

お世話になることになりました。

そうした中で、何か社会に役立つことがあるの

ではないかと考え、ボランティアをしようと決

め、パレアに来てスタッフに伝えたところ、心

よく迎えてくださり、私は今そのことに感謝し

ています。

中川 正枝さん（着脱ボランティア）

山田 清美さん（リハビリボランティア）
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やさしさをありがとうございましたやさしさをありがとうございましたやさしさをありがとうございました
　平成17年10月14日から平成18年2月１0日までに社会福祉事業に役立てて下さいと、下記の方々

よりご寄付をいただきました。

預託・寄付いただいた物は、地域や地域福祉センター泉またはパレア若狭にて有効に使わせていただきます。

上記以外にも多くの方々より使用済み切手・ロータスクーポン等のご寄付をいただきました。

家庭健康管理研究会若狭事務局長　桑田 章子　車椅子１台

エコファーム　　　　　　　　　　野菜

梅の里小学校　　　　　　　　　　梅干

立井商店　　　　　　　　　　　　みかん

能登野　　村田　吉太郎　　　　　野菜

気　山　　大崎　常子　　　　　　せっけん

相　田　　藤原　幸枝　　　　　　野菜・果物

横　渡　　森川　仁美　　　　　　テレビ・シャワーチェア

　　　　　　　　　　　　　　　　ポータブルトイレ

鳥　浜　　田辺　仙太郎　　　　　おむつ

鳥　浜　　村上　敏子　　　電気カーペット

下タ中　　今筋　　仁　　　おむつ・介護用品

館　川　　杉山　篤子　　　箸

市　場　　玉井　常雄　　　碁盤２セット

　　　　　匿　　　名　　　おむつ

　　　　　匿　　　名　　　果物

　　　　　匿　　　名　　　もち米

　　　　　匿　　　名　　　洗濯機、スコップ、

　　　　　　　　　　　　　物干し竿、こたつ

　　　　　匿　　　名　　　カラオケセット

　今年も野木小学校5年生の皆さんが田植えから

収穫まで大切に育てたお米を寄贈頂きました。

いただきました

お米は、町内の

お年寄り向けの

配食サービス

（お弁当）や、

社協のデイサー

ビス・生活支援

ハウス利用者に

食べていただき、

大変喜んでもら

えました。

脇　袋　　竹内　政治　　　　１００，０００円

気　山　　熊谷　まさ子　　　２００，０００円

持　田　　竹内　収平　　　　３００，０００円

末　野　　下島　栄一　　　　２００，０００円

上黒田　　橋本　忠二　　　　１５０，０００円

横　渡　　森川　仁美　　　　２００，０００円

麻生野　　三宅　宗左　　　　３００，０００円

下タ中　　今筋　　仁　　　　３００，０００円

気　山　　磯辺　勤三　　　　２００，０００円

北前川　　青池　清一　　　　３００，０００円

田　上　　江戸　吉弘　　　　２００，０００円

天徳寺　　中西　　豊　　　　１００，０００円

天徳寺　　河原　吉和　　　　１００，０００円

東黒田　　吉田　　豊　　　　３００，０００円

神　谷　　橋本　孝一　　　　１００，０００円

向　笠　　河原　貞子　　　　　３０，０００円

鳥　浜　　熊谷　勘信　　　　１５０，０００円

若狭町女性の会 三方会長 藤原 美恵子

　　　　　　　　　　　　１０，０００円

関西電力㈱美浜発電所　　１３，０５０円

三方地区明るい社会づくり推進協議会

　事務局　大内 靖弘　　１００，０００円

　　　　　

匿　　　名　　　　　　　５０，０００円

匿　　　名　　　　　　１００，０００円

匿　　　名　　　　　　２００，０００円

匿　　　名　　　　　　　　１，４２５円

匿　　　名　　　　　　　５０，０００円

福祉基金

物品頂託

寄贈いただきました 

確定申告 自分で書いて お早めに ！
             申告と納税は期限内に　　提出は送付でお早めに

所得税　　　　　　　　　　　　　　　　消費税及び

贈与税　3月15日（水）まで　　地方消費税　3月31日（金）まで

　　　～インターネットで申告書作成！～
金沢国税局ホームページをご利用ください。
「確定申告特集」　　　　　　　　　申告書の作成には「確定申告の手引き」がサポートします。

「確定申告書等作成コーナー」　パソコンの画面にしたがって入力すると、申告書が自動計算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　されて作成できます。（印刷して提出してください。）

　　～65歳以上の方の年金課税が見直されました～
　　申告でご不明な点は、お気軽に税務署までおたずねください・

　　＊＊＊＊＊納税は安全・便利で確実な口座納税で＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敦賀税務署　℡　（0770）22-1010

～申告書の作成は自宅で２４時間！

ぼくにおまかせ！！～

「金沢国税局ホームページ」　　　　

http://www.kanazawa.nta.go.jp
＊�ご注意 国税電子申告・納税システム

（e-Tax）ではありません。

～消費税新規課税事業者の皆様へ～

　初めての申告になりますので、申告準

備はお早めに。また、納税はぜひ口座振

替をご利用ください。

●お米

　1月に二つの団体より車椅子（合計3台）を寄贈

いただきました。ご寄贈いただきました車椅子は、

地域の皆様への貸出し用として、また社協デイサ

ービス利用者の足として幅広く利用させてていた

だきます。

●車椅子

国際ソロプチミスト敦賀（会長：澤村　恭子）

福井県生命保険協会（会長：秋元　滝範）

寄贈品：車椅子　２台

寄贈日：平成18年1月19日

寄贈品：車椅子　１台

寄贈日：平成18年1月1８日

　今年も、国際ソロプチミスト敦賀さんより車椅

子を寄贈いただきました。国際ソロプチミストさ

　　　　　　　　　　　　　　んは、専門的職業

　　　　　　　　　　　　　　を持たれる女性や、

　　　　　　　　　　　　　　実業界で活躍され

　　　　　　　　　　　　　　る女性で組織され

　　　　　　　　　　　　　　た世界的規模の女

　　　　　　　　　　　　　　性奉仕団体です。

　　　　　　　　　　　　　　福祉活動への支援

　　　　　　　　　　　　　　も積極的に実施さ

　　　　　　　　　　　　　　れており、社会福

　　　　　　　　　　　　　　祉協議会にも毎年

　　　　　　　　　　　　　　様々な福祉用具等

　　　　　　　　　　　　　　を寄贈いただいて

　　　　　　　　　　　　　　おります。

　県内の生命保険

業者で組織され、

生命保険に関する

調査・研究・広報

活動をはじめ、社

会貢献活動など幅

広く活動されてい

る団体です。

（敬称略　順不同）

（敬称略　順不同）
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