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　8月21日に開催されたふれあい広場では、小雨交じりの天候にも関わらず、大勢の方々が訪れ、チャリティーオークションや
有名人ゲストによるステージ等で、最後までにぎわいをみせました。
　8月21日に開催されたふれあい広場では、小雨交じりの天候にも関わらず、大勢の方々が訪れ、チャリティーオークションや
有名人ゲストによるステージ等で、最後までにぎわいをみせました。
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ふれあい広場が24時間テレビとコラボレーション
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運動期間

長野県共同募金会千曲市支会（千曲市社会福祉協議会内）　千曲市杭瀬下二丁目6番地　
☎272-0252　ＦＡＸ：272-6557　Ｅメール：syakyokc@valley.ne.jp

お問い合わせは、共同募金会千曲市支会へご連絡くださいますよう
お願いします。皆様のあたたかいご協力をよろしくお願い申し上げます。

　戦後間もない昭和２２年に始まりました。半世紀以上にわたる活動の中で福祉のあり方も与
えられる福祉から地域でお互いに助け合う活動に変わってきました。募金活動は、厚生労働大
臣の公示により、毎回10月1日から12月31日までの３ヶ月間全国で一斉に実施されます。

Ｑ 共同募金運動の始まりは？ 

10月1日～12月31日
赤い羽根共同募金運動赤い羽根共同募金運動

　共同募金は、地域の民間福祉のニーズを受け付けて募金を行う、計画募金です。
　さまざまな民間の福祉施設・団体などから配分の要望を受けて、どこのどういう事業へどれ
だけの配分が必要かを調査して、配分計画をつくり、そこから目標額が決定されるという仕組み
です。何とか目標を達成して計画された事業へ配分したいと考えています。そこで寄付者の皆
様へは、どの程度のご協力をいただいたら目標が達成できるのかという、いわばご寄付いただ
く際の判断材料として目標額と世帯数の関係から「目安額」を示しております。あくまでも目安
であって、決して強制するものではございません。「じぶんの町を良くする」ために、どれくらい
協力したらいいのかわからない場合の「目安」としてお考えください。

　共同募金は、一人ひとりにご理解いただくことをめざしている運動です。共同募金は、各家庭
ばかりではなく、街頭や職場、学校などでも呼びかけています。これは、住民の皆様一人ひとり
に、住んでいる地域の福祉に関心をもっていただきたいからです。多くの人は日常的に福祉にふ
れる機会がほとんどありません。誰もが地域に関心をもち、お互いに助けあって、ともに生きて
いこう理念のもとに運動を行っています。

じぶんの町を良くするしくみ

募金箱による協力店募集
～募金箱でお客様へ呼びかけ～ 
　共同募金にご協力いただける店舗が主体となり、お
客様や取引業者に対して募金をよびかける方法です。
レジの前やカウンター・ロビーに募金箱を設置して、募
金を呼びかけを行います。
通常、年間を通じて募金箱
を設置して頂き、箱の中の
お金を郵便振替（手数料免
除）にて共同募金会へご送
金いただきます。

募集しています
「社員による職域募金のお願い」
　企業、団体、官公庁などの職場で、従
業員が社会貢献活動の一環として行う

募金方法に「職域募金」があります。最
近では、社会貢献担当部署や労働組合
等が中心となって、職域募金の呼びか
けを行う取り組みが増えてきています。
この運動に賛同しご協力いただける職
場等を募集しています。

平成
23年度

Ｑ なぜ家庭で募金したのに、
職場でも募金するのですか？

Ｑ 寄付は任意であるはずなのに、
なぜ目標額があるのですか？

その他
（インターネット、
携帯電話からの募金）

● 法人税を納める法人は寄付金金額が損金に算入されます。
● 個人の場合は、寄付金額が[　　]内の金額を超える場合、所得税の寄付金控除および
　 住民税の寄付金税額控除の対象になります。
　　　　　次の金額が課税対象となる所得の金額から控除されます。 [２千円]寄付金額（年間所得の４０％を限度）－２千円
　　　　　次の金額が納付すべき住民税の額から控除されます。 [５千円]寄付金額（年間所得の３０％を限度）－５千円×１０％
所得税
住民税

共同募金の流れ
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インターネットでみなさんからご協力いただいた募金がどのように使われて
いるか公開されています！

www.akaihane.or.jp 赤い羽根データベース「はねっと」に
アクセスしてね！
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　千曲市共同募金会では赤い羽根共同配分金を財源に地域福祉の推進を図ることを目的と
し、千曲市拠点としている福祉団体やボランティア活動の次のような事業を行う団体等に助成
金を支給しています。３月に発生いたしました東日本大震災、長野県北部地震の義援金募集
に際しては、多くの皆様からご協力をいただきありがとうございました。今年も赤い羽根募金
運動が始まり、皆様のご協力をお願いいたします。

高齢者・障がい者福祉活動の団体

○千曲市老人クラブ連合会　○千曲市身体障害者福祉協会　○千曲市手をつなぐ育成会　○福祉
のおもちゃ箱どんぐり　○千曲市聴覚障害者協会　○精神保健ボランティアグループ「ルーラル」
○点字サークルあんず　○ちくま手話サークル　○サン・フレンド戸倉　○朗読ボランティアひとみ
の会　○福祉工房「楽々房」交流菜園　○朗読奉仕の会
○たんぽぽの会 計　824,300円

児童・青少年福祉活動の団体

○屋代小学校　○東小学校　○埴生小学校　○治田小学校　○八幡小学校　○戸倉小学校
○更級小学校　○五加小学校　○上山田小学校　○屋代中学校　○埴生中学校　○更埴西中学校
○戸倉上山田中学校　○屋代南高校　○稲荷山養護学校

計　760,000円

福祉育成・援護・組織化活動の団体

○千曲市ボランティア連絡協議会　○千曲市食生活改善推進協議会　○千曲市遺族会　○ありの会
○えんぴつの会　○冨士流竹美輝会　○つきみ草の会　○みんなの地球クラブ　○万年青会
○生活をみなおす会○みどりの会　○フレンド・エコー　○すずらんの会　○のぞみの会　○マザー
グースの会　○ちくまおはなしネットワーク　○子育て応援団「れいんぼう」　○みどりを守る会
○あさがおの会　○かすみ草　○おはなしラッコの会　○ギタ・ボラ心　○傾聴ボランティアグループ
「ミミ」○夢の会　○わらべ　○情報誌サークルごきんじょ通信かみやまだ　○介護予防・健康づく
り応援団○腹話術友の会　○千曲地区認知症の人と家族の会　○グリーン“笑”すまいる　
○「アンダンテ～稲の旋律～」上映実行委員会
○介護家族サポートセンターレインボーハウス
○千曲市女性団体連絡協議会 計　1,411,500円

赤い羽根共同募金から地域への贈りもの
皆様からの愛をおとどけします

赤い羽根共同募金から地域への贈りもの
皆様からの愛をおとどけします のメッセージ

　ご家族のサポートも目的とし、障がいがあったり発達に遅
れのある子供達を主に高齢者も含めて玩具を必要としてい
る方におもちゃの貸し出しをしています。

助成金をいただきおもちゃの購入もさせて頂いています。お陰様
でいろいろなおもちゃを用意する事ができます。子供達が楽しそ
うに遊んでいる姿を見る度に皆様から頂いた募金のお陰と心
より感謝申し上げます。ありがとうございます。　（代表　久保）

福祉のおもちゃ箱「どんぐり」

共同募金の助成金を受けたみなさんの声をお届けします。

　「気楽にお寄りなして」を合言葉に「楽々房」は高齢者や障がい
のある方々、心に重荷が有る方、地域の方々の「心地良い居場
所」を目指しています。

「自分達の住む地域で絆を結び安心して暮らすためには～？」を
テーマに活動を行い、「フォーラム開催」のために助成金を活用
させて頂きました。一人ひとりが関心を持っていること「悩み」「思
い」を話し合い共感し合い一歩前に踏み出す場と勇気を頂けま
した。ありがとうございます。 　　　　　　　  （代表　出川）

福祉工房「楽々房」交流菜園

 みんなの笑顔のために・・・「夢の会」は、人形劇を楽しむことで
「心豊かに成長してほしい」と願いながら活動しています。

助成金をいただき、道具をそろえたり研修も行うこともでき、大変
感謝しています。これからも人形劇で夢を届けるために、活動を
続けていきたいと思います。

　  （ 代表　小林いせ子）

夢の会
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○「アンダンテ～稲の旋律～」上映実行委員会
○介護家族サポートセンターレインボーハウス
○千曲市女性団体連絡協議会 計　1,411,500円

赤い羽根共同募金から地域への贈りもの
皆様からの愛をおとどけします

赤い羽根共同募金から地域への贈りもの
皆様からの愛をおとどけします のメッセージ

　ご家族のサポートも目的とし、障がいがあったり発達に遅
れのある子供達を主に高齢者も含めて玩具を必要としてい
る方におもちゃの貸し出しをしています。

助成金をいただきおもちゃの購入もさせて頂いています。お陰様
でいろいろなおもちゃを用意する事ができます。子供達が楽しそ
うに遊んでいる姿を見る度に皆様から頂いた募金のお陰と心
より感謝申し上げます。ありがとうございます。　（代表　久保）

福祉のおもちゃ箱「どんぐり」

共同募金の助成金を受けたみなさんの声をお届けします。

　「気楽にお寄りなして」を合言葉に「楽々房」は高齢者や障がい
のある方々、心に重荷が有る方、地域の方々の「心地良い居場
所」を目指しています。

「自分達の住む地域で絆を結び安心して暮らすためには～？」を
テーマに活動を行い、「フォーラム開催」のために助成金を活用
させて頂きました。一人ひとりが関心を持っていること「悩み」「思
い」を話し合い共感し合い一歩前に踏み出す場と勇気を頂けま
した。ありがとうございます。 　　　　　　　  （代表　出川）

福祉工房「楽々房」交流菜園

 みんなの笑顔のために・・・「夢の会」は、人形劇を楽しむことで
「心豊かに成長してほしい」と願いながら活動しています。

助成金をいただき、道具をそろえたり研修も行うこともでき、大変
感謝しています。これからも人形劇で夢を届けるために、活動を
続けていきたいと思います。

　  （ 代表　小林いせ子）

夢の会
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高原学校　信州（大池） レポート 7月25日～29日in

～福島県伊達市の　　子どもたちがやってきた～
　東日本大震災において、原発事故などにより子どもたちがのびのびと活動できる環境が少な
くなっている中で、夏休み等を利用し、心身ともにリラックスし自然体験活動や交流体験活動が
行えるようにと長野県社会福祉協議会主導のもと千曲市、千曲市社会福祉協議会が協力し企画
しました。また多くの関係機関、ボランティアの皆さまのご協力により、伊達市の子どもたちを大
池に招くことができました。原発事故により不安な日々を過ごしていた子どもたちも、大自然の
中でリフレッシュ！　地元八幡小学校との交流や森将軍塚見学、プールなどの体験活動で、みん
な笑顔でのびのびと遊んでいました。　　　　　　　　　　　　

ありがとうございました。
多くのボランティア、協力機関・団体の皆さまのおかげで子ども達
の笑顔があふれる5日間となりました。子ども達にとっても良い思
い出となったことと思います。ご協力ありがとうございました。

ボランティア協力：ボランティア（延121名）、森食品様（ジュース等提供）、滝の湯様（昼食提供）、上山田ホテル様、千曲館様、ホテ
ル亀屋本店様、清風園様、圓山荘様（温泉提供）、科野JC様（映画上映協力等）、屋代南高校生徒様（アイスブレイク協力）、大池キ
ャンプ場様（流しそうめん提供、ネームプレートづくり）、SCI様（ウェルカムパック提供）、千曲市観光協会様（おみやげ）、宮本昌彦
様（カブトムシ）、千曲市児童館・センター（ウェルカムボード）、社協職員（延34名）

ボランティアの声
高原学校イン信州に参加して
「何かをしたいのだけれど、私に何ができるだろう。」・・・3月11日か

ら悩んでいたが何もできなかった。その時に伊達市の子ども達がキャンプに来ると知り、できるだけ多くの
時間を子ども達と過ごそうと参加しました。4泊5日の中で子ども達からは、「ここには放射能がないんだよ
ね。」「なんで福島に地震がきたの？」「今、ガラスが揺れたのは地震？」「あの日はこうやって避難したんだ
よ。」と千曲市の生活に慣れてくると自分たちから話してくれました。私はただ相づちを打つだけでした。私
のちっぽけな言葉や慰めはこの子たちには言えない。ただ、毎日に恐れることなく笑顔で過ごしてほしいと
感じました。千曲市では目いっぱい遊んで、たくさんの人と関わり、笑顔で帰って行った94人の子ども達。
地震が起きるとみんなのことを思い出します。この時だけにとどまらず、これから先もできることを考え行
動していくのが私の役目だと思いました　　（ボランティア　　千葉　由紀子）

みなさまの温かい善意に感謝申し上げます。ありがとうございました。
※募金は各庁舎・公民館・観光会館・ふれあい福祉センター更埴・ふれあい福祉センター上山田・戸倉地域福祉センター等で
　平成24年3月31日まで受け付けておりますので、引き続きご協力よろしくお願い致します。
※義援金は中央共同募金会より被災地に配分されます。義援金の配分先につきましては、中央共同募金会
　(http://www.akaihane.or.jp)のホームページでご覧いただけます。

東日本大震災　　義援金総額・・・・・26,420,839円
長野県北部地震　義援金総額・・・・・・・・416,760円26,837,599円

義援金の報告
千曲市民の皆様からお寄せいただきました義援金を中央共同募金会及び栄村へ送金させていただきました。

（Ｈ23.9.20現在）ボランティアの方よりプレゼントボランティアの方よりプレゼント

～出迎え～「ようこそ千曲市へ」大池自然の家～出迎え～「ようこそ千曲市へ」大池自然の家

地元八幡小学校との交流会地元八幡小学校との交流会「プールたのしい
!!」

「プールたのしい
!!」

滝の湯さんで「冠着太鼓体験」

滝の湯さんで「冠着太鼓体験」
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平成23年度 千曲市社会福祉協議会 会費平成23年度 千曲市社会福祉協議会 会費

ご賛同ありがとうございました

   ㈲大庭金型製作所 様 ㈲丸三市川材木店 様
㈱ホクト精工 様 ヤジマ鋼材㈱ 様
㈱アルプス精機 様 飯島食品㈱ 様
ホロン精工㈱ 様 ㈱長野サンヨーフーズ 様
㈱プリオール 様・ 匿名 様（個人）

社協事業に賛同いただき、一口１０，０００円以上ご協力いただいた個人・団体・法人の皆様です。
今後も引続きご支援・ご協力をお願いいたします。（順不同）

総額：１８，５１８，３００円 （平成23年9月15日現在）【内訳】

「平成２３年度千曲市社会福祉協議会会費へのご協力ありがとうございました！」
　関係者の皆様、また、千曲市地域住民の皆様のご協力により、無事終了することができました。皆様のご理解とご協力の
おかげと心より感謝申しあげます。皆様からお預かりした会費は、支部社協の活動をはじめ住民支えあい推進事業、総合相
談事業、障害者希望の旅、各種ボランティアの講座、貸出事業など地域福祉推進のために大切につかわせていただきます。
　千曲市社会福祉協議会の合言葉「人づくり、幸せづくり、共に支えあえる地域づくり」を目指し日々頑張ってまいります。今
後とも、皆様のご理解、ご協力をお願いたします。

普通会費（世帯／円） 法人会費（件／円） 賛助会費（人／円） 特別会費（人／円支部名

屋代支部

雨宮支部

倉科支部

森支部

埴生支部

稲荷山支部

八幡支部

戸倉支部

更級支部

五加支部

上山田支部

上山田温泉支部

合　計

2,153

1,185

447

638

3,347

1,999

1,533

1,966

1,255

1,847

1,247

357

17,974

1,937,700

1,066,500

402,300

574,200

3,012,300

1,799,100

1,379,700

1,769,400

1,128,300

1,662,300

1,123,200

321,800

16,176,800

123

23

12

17

197

51

61

53

14

52

16

33

652

313,500

60,500

30,000

44,000

509,000

127,500

155,500

137,000

36,500

131,500

40,000

85,500

1,670,500

38

42

35

82

124

0

15

54

76

30

25

14

535

38,000

42,000

35,000

82,000

129,000

0

16,000

84,000

76,000

30,000

25,000

14,000

571,000

0

0

0

0

1

0

1

0

2

0

6

0

10

0

0

0

0

10,000

0

10,000

0

20,000

0

60,000

0

100,000
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児
童
館
だ
よ
り

児
童
館
だ
よ
り
戸
倉
児
童
館

　　8月21日、小雨混じりの天候の中、更埴体育館前一帯で開催されました。
「福祉のまちづくり」「地域に暮らす人々だれもがお互いにふれあえる広場」を目的に、市内７３団体の実行委員
が何度となく準備を重ねてきました。今回「２４時間テレビ」の協賛による開催でもあり、12,000人もの方が訪
れ最後まで盛り上がりをみせました。

ふれあい広場ふれあい広場に12,000人！2,0 人！に11 000人000 ！に12,000人！

ウォリアーズの迫力あふれるプレイウォリアーズの迫力あふれるプレイ

屋内ステージもにぎやか

チャリティーオークション

屋外ステージ（児童館）

軽業パフォーマー「健山」

おしとやかに…
しおりづくり講師の先生方

この意味は？ 王手！

茶道クラブ

将棋クラブ手話クラブ

押し花クラブクラブ発足式

　戸倉の「宗安寺」の隣、水上布奈山神社の奥にある戸倉児童館。
（登録児童人数６３名）8 月 5 日（金）の夏休みには、
その宗安寺に和尚様のお話を聞きに行ってきました。初
めてお寺の中に入ったという児童がほとんどでしたが、
いつもとは違った雰囲気を味わうことができました。

戸倉児童館では、月に 1 回地

域の方を講師に迎え、「クラブ

の日」があり、少人数に分かれ

て、それぞれ腕を磨いています。

他にも折り紙クラブとニュース

ポーツクラブがあります。
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千曲市社会福祉協議会　地域福祉課　☎026-272-0252

講師プロフィール

被災地に足を運び調査をもとに「地震
対策としての室内の安全確保を研究。
家具の転倒防止工事を施工するプロ
中のプロ。

講師プロフィール

被災地のボランティセン
ター運営支援に関わり、宅
老所を運営しながら減災
の啓発活動に取りくむ。

まずは自分、家族を守ることから
始めてみませんか

今後の被災地支援のあり方、
地域の防災について考えてみませんか

「室内の防災対策～家具止め～」講習会

「東日本大震災から学ぶこと」
日　　時 １１月１２日（土）　午前９時～１１時４５分

会　　場 更埴老人福祉センター　２階　集会室

内　　容 講演「東日本大震災から学ぶこと」　　

 グループワーク：今後の取り組みについて　　　　　　　

講　　師 NPO法人ローカル・コミュニティ

 高田　克彦　氏

対 象 者 千曲市にお住まいの方。

参 加 費 無料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　　時 １０月２６日（水）　午後６時３０分～８時３０分

会　　場 更埴老人福祉センター　２階　集会室

内　　容 講演「室内の防災対策～家具の転倒防止～」　　
　　　　 実演「家具の止め方」　　　　　　　　　　　　　

講　　師 日本住宅耐震対策協会　愛知支部長　　　　　　
　　　  １級建築士　鈴木　啓之（すずき　けいじ）氏　　

対 象 者 千曲市にお住まいの方。自宅、勤務先等の

  家具止めをしたい方、興味のある方。

参 加 費 無料

１０月２１日（金）までにお申し込みください。

１１月４日（金）までにお申し込みください。

お問い合わせ・申し込み

お問い合わせ・申し込み
千曲市社会福祉協議会　地域福祉課　☎026-272-0252

～できることから始めよう～

～今、私たちにできること～ -今後の取り組みについて一緒に考えてみませんか-

家具の止めの大切さ、
コツを知りたい方にオススメです。
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☎026-276-2687
お問い合わせ・申し込み

お問い合わせ・申し込み
ふれあい福祉センター上山田

千曲市社会福祉協議会　介護サービス課　☎026-272-0252

千曲市社会福祉協議会　地域福祉課
☎026-272-0252

■日　時 １２月１７日（土）
 午後３時～8時30分
■会　場 ホテルメトロポリタン長野
 （長野駅前）
 12階スカイバンケットルーム
■内　容 1対1の面接タイム、夜景の美しいスカイバン

ケットルームで交流し、カップル投票などを行
います。

■定　員・参加対象者
 ●男性／20名　結婚を真剣に考える独身で、千

曲市または坂城町在住及び在勤の25歳から45歳
までの方と、千曲市・坂城町結婚相談所登録者の方。

 ●女性／20名　結婚を真剣に考える独身女性で、
25歳から45歳の方。居住地等の制限はありません。

 ※応募者多数の場合は、抽選となります。
■参加費 ●男性／6,000円　●女性／4,000円
■申込方法　11月３０日（水）までに電話でお申し込みくだ

さい。

音楽療法講座

時　　間 いずれも午前１０時から１１時３０分まで

講　　師 NPO法人長野音楽療法研究会　室川　裕子　先生

会　　場 更埴老人福祉センター　２階　集会室

お問い合わせ・申し込み

募集人数 25名程度

参 加 費 無　料

申込期限 １１月４日（金）

　～音楽で脳と心の活性化～家族介護教室

　私たちの身近にある音楽。このたび、歌うことや楽器演奏により脳と心が活性化し、介護予防（認知症予防）に役立つ家
族介護教室を開催致します。家庭で家族の介護をしている方、施設や地域で高齢者に関わる方、自分の今後のために予防
を考えたい方、レクレーションに興味のある方・・・大勢の皆さまのご参加をお待ちしております。

1

2

3

4

5

11月14日（月）

11月21日（月）

11月28日（月）

12月 2日（金）

12月 8日（木）

日　時 内　容

元気の出る音楽療法！（心と体をリフレッシュ！）

音楽で生き生き♪介護予防

家庭で役立つ音楽！

簡単にできる手作り楽器

頭と身体を使って認知症予防

サロンから広がる子育て講座Xmasパーティー
～ときめきクリスマス～in NAGANO

　今、育児を積極的に楽しむ「イクメン」が注目されていま
す。パパの積極的な子育てが家族を笑顔にします！夫婦そ
ろって楽しく学びませんか？

■開催日 １０月２９日(土)
■時　間 午前10時～正午
■会　場 更埴老人福祉センター　２階　集会室
■講　師 片山　知行氏
 ＮＰＯ法人全国父子家庭支援連絡会　代表理事(父 
 子家庭支援、父親の子育て支援などを中心に活動
 されています。その他、セミナー講師、子育て関係の
 コンサル、コーチングもされている)
■参加者 現在子育て中のお母さん、
 子育てに関心のある一般市民
　　　　　(お父さんお誘いあわせの上ご参加ください！)
 お父さんだけの参加もOK!   
■託　児 有り【先着15名】
■持ち物 水筒(親子)　・おしぼり・着替え等
　　　　　※お子さんのお気に入りのおもちゃを一つ
■募集人数 ４０名
■参加費 300円(親子で参加される方は1家族300円)

10月21日（金）までにへお願い致します。

「～シングルパパ、プレゼンツ！～
パパ育児とハッピーパートナーシップで家族が笑顔に！」

内容
講義
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各相談の予約･問合せ先 千曲市社会福祉協議会 ☎272-0252

相談日のご案内相談日のご案内

心配ごと相談
誰にも相談できないこと、困りごと等何でも・・
秘密は固く守ります。遠慮なくご相談ください。
希望される方は、いずれかの会場へ直接お越しください。

〇ふれあい福祉センタ－更埴
午後1時30分～4時
10月12日（水）・12月１4日(水)

法律相談
完全予約制ですので希望される方は、事前にお申し込みください。

〇ふれあい福祉センタ－更埴
午後1時30分～4時30分
10月6日（木）・11月4日（金）・12月1日(木)

〇ふれあい福祉センタ－上山田
午後1時30分～4時30分
10月20日（木）・11月17日（木）・12月15日(木)

要予約 TEL 272-0252

結婚相談

〇更埴文化会館 (あんずホ－ル　2階小会議室)　   
午前9時00分～12時00分
10月1日（土）・11月5日（土）・12月3日（土）

※新規登録の受付は、10月16日（日）戸倉創造館でも受付します。
　以降は随時、千曲市社会福祉協議会で平日午前 9 時～午後4時 30 分の間で受付します。
　（必ず、ご本人がお越し下さい。）

完全予約制ですので希望される方は、事前にお申し込みください。

〇戸倉創造館　2階　創作室
午前9時00分～12時00分
10月16日（日）・11月20日（日）・12月11日（日）

〇ふれあい福祉センタ－上山田
午後1時30分～4時
11月9日（水）

10月～12月

についてフェスティバル
チューリッ  プの家 コミュニケーションについて考えてみませんか？

千曲手話サークル創立40周年記念大会
考

千曲手話サークル創立40周年記念大会千曲手話サークル創立40周年記念大会
■日　　時 11月19日（土）午前10時～
■会　　場 白鳥園　1階　大広間
■内容・日程 9：30～／受付
 10：00～／式典
 10：30～／講演会
 演題「コミュニケーション支援について」
 講師　臼井　なずな　先生（長野大学非常勤講師）
　　　　　　12：30～／懇親会
 会費4,000円（事前申込必要　締切10月31日）

お問い合わせ

お問い合わせ・申し込み

開催！！
　チューリップの家では、通所している方々の社会性
の向上と、地域のみなさんとのふれあいを目的とし
て、下記のとおりフェスティバルを開催します。
　お誘いあわせて是非お越しいただきますよう、お
待ちしております。
■日　時 10月15日（土）午前10時～午後2時
■会　場 チューリップの家（杭瀬下ケーブルネット千曲様隣）
■内　容 ○治田小学校5年1組児童による響龍太鼓の演奏
 ○チアダンスチーム「スマイルズ」ダンス
 ○軽業パフォーマー「健山」（ショーと風船配り）
 ○喫茶・軽食 ○自主製品の販売
 ○バザー ○スライム作り
※お願い
●バザー用品の提供を受け付けております。ご家庭で眠ってい
るバザー用品等（未使用、消費期限内、箱や本体がほこりや
傷になっていない物）がありましたら、直接チューリップの家
へお持ちいただくか、連絡をいただければ伺いますので、ご
協力をよろしくお願い致します。

●お車は、更埴体育館駐車場をご利用いただきますようお願い
致します。

チューリップの家
☎026-274-0853 有線（埴生）4470

☎026-274-0853 FAX 026-275-3580　永田様まで

あたたかい善意ありがとうございましたあああああああああああたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたかかかかかかかかかかかいいいいいいいいい善善善善善善善善善善善意意意意意意意意意意ああああああああありりりりりりりりりりがががががががががががととととととととととうううううううううごごごごごごごごござざざざざざざざざいいいいいいいいいままままままままししししししししたたたたたたたたたととととととととととうううううううううごごごごごごごござざざざざざいいいいいいいいいまままままままましししししししししししたたたたたたたたたたざざざざいあたたかい善意ありがとうございました
平成２３年７月１１日～平成２３年９月９日分

善意銀行（物品の寄付）
小松　憲司 様 バスタオル１３枚

地域福祉振興基金 
（宗）宇宙真理学会 様（二口） 9,050円
西澤　冨士男 様 ３０，０００円
小山　まさい 様 ３０，０００円
園芸ボランティアグリーン“笑”すまいる 様 ５，０００円

社協だよりに掲載の講座等につきましては、感染症の発生等不測の事態が発生した場合は、中止または延期をすることがありますのでご了承ください。


