
５ページ「ボラセン通信」にてレクリエーションを紹介しています！

10日㈮

20日㈪

共募　歳末たすけあい助成結果報告

（村民生児童委員協議会定例会にて）

社協　ブックスタート事業①②

社協　買い物ツアー

お知らせ

いきいきサロン

毎週木曜日毎週水曜日
湯ったり

ミニディサービス
いきいきサロン

毎週木曜日毎週水曜日
湯ったり

ミニディサービス
いきいきサロン

毎週木曜日

5日㈬

18日㈫

19日㈬

未定

社協　ブックスタート継続事業

社協　買い物ツアー

社協　心配ごと相談所

共募　審査委員会

6日㈮

17日㈫

18日㈬

未定

社協　ブックスタート事業①②

社協　買い物ツアー

社協　在宅福祉事業「配食サービス」

社協　理事会・評議員会

　　　第２回生活支援協議体

共募　運営委員会

奉仕団・老ク・身障・遺族

　　　理事会

弁護士による
心配ごと相談所開設のご案内

令和2年2月19日㈬
※時間は電話受付の際にお伝えします。

令和2年2月12日㈬

日 時

天栄村老人福祉センター場 所

村内在住者対 象

申込み締切

日常生活の中で起こる法律に関わる内容
等について、弁護士が無料で相談に応じ
ます。

事前に予約が必要になります。

相談内容は、
当日直接弁護士へご相談ください。

編集後記

　天栄村ボランティアセンターでは、使用済み切手・
エコキャップのコツコツ収集事業を展開しています。
　使用済み切手が整理されたあとは、業者によって売
却され収益金を村内の福祉事業に充てます。ペットボ
トルキャップはエコキャップ運動（リサイクル）として
地域活性につながります。
※使用済み切手は封筒から剥がさず、消印を気にせず
周囲０．５～１センチ程残してください。
※ペットボトルキャップはご家庭で洗い、乾燥させてく
ださい。（ペットボトルのみ）

こんな事もボランティア？！

大人のボランティア学校2019を開催しました！

▲講師：七海多美子さん

　12月4日㈬・11日㈬天栄村山村開発センターにてボランティア養成講座「大人のボランティア学校
2019」を開催しました。
　27名のボランティアがレクリエーションの実施方法や注意点について受講後、実技やグループワー
クを行いました。レクリエーション支援を行う際は「相手を思いやること」、支援する側も「いっしょに
楽しむこと」が大切であることを学びました。今後のボランティア活動のより良い充実へとつながるこ
とを期待しています！

～自分もみんなも楽しい時間を過ごすことができるレクリエーション～

ボランティア養成講座

福祉レクリエーションネットワーク
inふくしま副代表

地域自主サロン活動発表

レクリエーションの実
施に向けて

グループワーク

天栄中学校様

牧本小学校様

夢みなみ農業協同組合
天栄支店様

ぜひ、社会福祉協議会にお届けください♪

ご自宅に使用済み切手やペットボトルキャップは
ありませんか？

リンゴの唄に
合わせて皮むき♪

Let’s ねぎ体操

新年を迎え、新たな気持ちで１年をスタートさせた
いと前向きになる時期です。昨年中は、皆さんの
笑顔に出会うことでパワーをいただきました。今
年の干支は「子」。今年も皆さんの笑顔に夢中にな
ります！本年もよろしくお願いいたします。（面川）

チュー

社会福祉法人 天栄村社会福祉協議会
（天栄村ボランティアセンター）〒962-0503

天栄村大字下松本字富士見山15-1（老人福祉センター内）

TEL 82-2826　FAX 82-2832
ホームページ　http://www.teneishakyo.or.jp/

高林地区大山地区
「いろりばたの会」

発  

行 天栄村社会福祉協議会
社会福祉法人 〒962-0503

福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字富士見山15-1（天栄村老人福祉センター内）
【電 話】 0248-82-2826　【ホームページ】 http://www.teneishakyo.or.jp/

第82号てんとさま
小さな

輪 大きな輪 福祉の輪

てんえい社協だより
令和2年1月22日㈬

OTENTO-SAMA

この社協だよりは、印刷代の一部を共同募金助成金を活用して発行されています。
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　社会福祉協議会が推進する在宅福祉事業をご紹介します。皆様からお寄せいただく社協会員会費や共同
募金配分金で以下の事業を展開しています。事業の詳細やご不明な点は、当会までご連絡ください。

村内に誕生したすべての子どもと保護者
ボランティア団体「てんとう虫の会」が絵本にふれあ
う楽しい時間を伝え
ながら絵本を贈呈し
ます。
９～１０カ月、１歳半、
３歳児健診時

社協事業を紹介します！

A 対象者は？ B 事業内容は？ C 事業が利用できる日は？

　新年あけましておめでとうございます。
　皆様には清々しい新年を迎えられたことに、心からお喜びを申し上げます。
　日頃は歳末たすけあい運動など本会の事業推進にご理解とご協力をいただき御礼を申し上げます。
　昨年は、台風 19 号による災害が県内に大きな被害をもたらしました。幸いにして本村には大きな被
害はありませんでしたが、近隣の鏡石町・須賀川市社会福祉協議会管内では、甚大な被害を受け災害
ボランティアセンターを設置したため、床上浸水など被害を受けた住宅へ天栄村ボランティアセンター
から登録者の派遣、物資の支援などの活動を行ったところです。
　また、本会には介護を必要とする要介護者の訪問介護と、訪問入浴サービスの提供を行う天栄村ホー
ムへルパーステーションの事業運営を行っております。昨年は訪問入浴車の老朽化に伴い、競輪公益
資金補助事業により更新をしたところです。介護サービスを必要とする方がおりましたら、いつでも
お気軽にご相談ください。
　今後とも村社会福祉の向上のために役職員一丸となって取り組んで参りますので、皆様方のご支援
とご協力をよろしくお願い申し上げます。
　皆様にとりまして今年も良い年になりますよう心からお祈り申し上げまして、新年のご挨拶といた
します。

新年のご挨拶 会 長
社会福祉法人 天栄村社会福祉協議会

添 田　勝 幸

ブックスタート事業

A
B

C

寝たきり者で要介護４～５に認
定された方
村内の理容店と連携し、希望者
のご自宅にお伺い実施します。
※自己負担額：500円
４月、７月、１２月頃（年３回）

寝たきり者散髪サービス事業

A

B

C

７５歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯
ボランティア団体「翠
の会」による手作りの
おはぎ、ぼた餅を希望
者へ配布します。
３月、９月の彼岸時
（年２回）

配食サービス事業

配食サービス事業・福祉機器貸出事業について、対象条件に該当し事業の利用を希望する方は当会までご連絡ください。

A
B

C

介護ベット
①要介護３以上　②重度障がい者の寝たきり者
③骨折等によりベットが必要と認められる方（短期
借用）の①～③いずれかに該当する方。
※マット類のみ返却時にクリーニング代実費
車いす　歩行困難な方
在宅において、安心・安全な生活を送れるよう福祉
機器を貸出します。
随時、申込み受付しています。

福祉機器貸出事業
A

B

C

ちょこっと
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社協事業助成
88,276円

母子父子家庭
児童扶養手当受給
している児童（希望者）
図書カード贈呈（11件）

45,000円

75歳以上
高齢者世帯へ（希望者）
お供え餅・しめ縄贈呈

（68件）
142,664円災害関係対策

機器整備
258,016円

事 業 助 成

在宅障がい者
寝たきり者等へ
（53件）
265,000円

見 舞 金
助 成

710,680円
合計

見舞金助成
＋

事業助成

天栄村共同募金委員会・民生児童委員協議会を通じ助成されました。

村の福祉事業サービスとして使わせて頂きます。

●児童のために ●高齢者のために

●地域のために ●災害対策のために

1,522,300円
132,046円
72,344円
8,906円

1,735,596円

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい運動 合　　計
戸別募金
職域募金
学校募金
その他募金
合　　計

（1,383件）829,800円
(20件）67,173円
（6件）38,667円
（1件）1,000円

（1,410件）936,640円

（1,384件）692,500円
（20件）64,873円
（6件）33,677円
（2件）7,906円

（1,412件）798,956円

赤い羽根共同募金助成内訳 歳末たすけあい運動助成内訳

県共同募金助成
社協事業助成

427,000円
509,640円

令和2年度 社協事業助成

（赤い羽共同募金＋歳末たすけあい運動）
597,916円

ブックスタート事業 おはぎ・ぼた餅配食サービス
散髪サービス

ボランティア育成支援
広報「社協だより」発行

災害用機器の
整備・管理

令和元年度　赤い羽根共同募金・歳末たすけあい運動

ご協力
昨年、皆様にご協力頂きました募金は、下記のとおり配分させて頂きましたのでご報告致します。

ありがとうございました

広戸小学校 大里小学校 天栄中学校 湯本中学校湯本小学校

民生委員退任後、毎年歳末たすけ
あい運動時に募金を寄せて下さる
山口忠文さん(大里北部）

歳末たすけあい助成贈呈～ご協力頂いた民生委員の皆さん～

小中学校の児童の皆さんにも、
募金活動にご協力頂いております。
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ボラセン通信vol.9 活動の様子⑨～つながれ！ボランティアの輪～

　災害が発生した時、社会福祉協議会は村からの
要請で「災害ボランティアセンター」を設置し被
災された方の支援にあたります。行政等が行う大
規模な災害時復旧作業では対応できない、個人
ニーズに応じた活動をします。また、ボランティ
アの方々が被災地で安心して活動ができるよう環
境づくりをすることも災害ボランティアセンター
の大きな役割となっています。

１０/１８ 災害支援ボランティア派遣

１０/３１ さつまいもプロジェクト大成功！

１２/１８ 子どもたちに素敵な思い出を♪

　天栄村ボランティアセンターでは、10月に上陸した
台風19号の影響を受け被災された須賀川市・鏡石町
へ12名のボランティアを派遣しました。個人宅の泥だ
しや家財の運び出しなどを中心に活動を行いました。
　災害時は、1日でも早
く地域住民が安心した
生活を取り戻せるよう
多くのボランティアの
力が必要となります。

グーパー体操（手と脳の関係）

　天栄村幼稚園の畑にて、農業ボランティアの石井一美さん、斑目
義雄さん、町島一郎さん（今坂）と園児が心を込めて育ててきたさつ
まいもが収穫されました。５月に植えた苗が育ち、作物が実った喜び
を感じている様子でし
た。ボランティアや友達と
息を合わせ「よいしょ、よ
いしょ」の合図で引き抜
き、顔よりも大きなさつま
いもに歓声が上がり秋の
収穫を満喫しました。

　幼稚園のお楽しみ会にて、サンタクロースが園児一人ひとりに心のこもっ
たクリスマスプレゼントを届けました。サンタクロースが姿を現すと、園児は
喜び目を輝かせていました♪

　ボランティアとして１年間（１月～１２月）活動された方を対象に、ポイン
ト交換手続きを行っています。※８ポイント未満は対象外です。

ボランティアポイント交換の手続きはお早めに！

できる時間に、できる範囲の、できる活動をするボランティア。あなたのキモチをおすそわけ…
天栄村ボランティアセンターは、ボランティアを募集しています。

天栄村ボランティアセンター ☎８２-２８２６

手続き方法

●締切日：1月31日（金）
●「ボランティアポイント交換申請書」に記入のうえご提出ください。

災害ボランティアセンターとは？
豆知識

令和元年度ボランティア養成講座より

　じゃんけんの「グー」と「パー」を使って、リズムよく交互に入れ替える体操です。考えながら手を動
かすことで、脳に刺激を与えます。

①開始姿勢は右手を前に突き出し、「パー」にします。左手
は胸につけて「グー」にします。

②前に突き出す手を入れ替え、突き出した方の手を「パー」
でそろえます。

③慣れてきたら、突き出した手を「グー」胸の手を「パー」に
します。リズムよく、スピードを上げましょう。

協調グーパー

　相手とテンポを合わせ一体感を楽しむとともに、心地
よいリズム感も楽しむことができます。また、相手の間違
えに同調しないような緊張感が楽しさを引き出すゲーム！

①２人で向かい合います。右手をグー、左手をパーにして
相手の前に出します。この時、パーは手のひらを上に向
けて出し、グーはお互いに相手の出したパーの上に乗
せるように出します。（お皿の上にお饅頭がのっている
ように）

②左右のグーとパーを入れ替えます。「イチ・ニ、イチ・二」と
拍子を入れながら練習します。

じゃんけん足し算

普段使わない神経細胞を刺激し、脳の働きを活性化させましょう！

①２人で向かい合います。「ジャンケンポン」と２人で息を合
わせて言います。

②最後の「ポン」で、両手を「グー、パー」にして手を出す。
③お互いの指を足した数を言います。例えば、自分も相手
も「グー（＝０）、パー（＝５）」の場合「１０」と答える。

④慣れてきたところで「グー、パー」に加えて「チョキ」を入
れる。引き算・掛け算もチャレンジ！

「グー」→０ 「チョキ」→２ 「パー」→５

「みんなが楽しくなる、笑顔になるレクリエーション」をご紹介します！
ご自宅で、ご近所さん、ご友人と一緒にレクリエーションをして心も身体も元気にしましょう♪

お皿の上にお饅頭がのっているように

応用編

脳を活性化

　曲「あんたがたどこさ」を歌いながら頻繁に出てくる
「さ」の時に互いのグーとパーを入れ替え手を出します。
最後の部分の「ちょいとかぶせ」の「せ」だけは完成の意
味をこめて、お互いに拍手を合わせしめくくりましょう。

サンタクロースの正体は…
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③慣れてきたら、突き出した手を「グー」胸の手を「パー」に
します。リズムよく、スピードを上げましょう。

協調グーパー

　相手とテンポを合わせ一体感を楽しむとともに、心地
よいリズム感も楽しむことができます。また、相手の間違
えに同調しないような緊張感が楽しさを引き出すゲーム！

①２人で向かい合います。右手をグー、左手をパーにして
相手の前に出します。この時、パーは手のひらを上に向
けて出し、グーはお互いに相手の出したパーの上に乗
せるように出します。（お皿の上にお饅頭がのっている
ように）

②左右のグーとパーを入れ替えます。「イチ・ニ、イチ・二」と
拍子を入れながら練習します。

じゃんけん足し算

普段使わない神経細胞を刺激し、脳の働きを活性化させましょう！

①２人で向かい合います。「ジャンケンポン」と２人で息を合
わせて言います。

②最後の「ポン」で、両手を「グー、パー」にして手を出す。
③お互いの指を足した数を言います。例えば、自分も相手
も「グー（＝０）、パー（＝５）」の場合「１０」と答える。

④慣れてきたところで「グー、パー」に加えて「チョキ」を入
れる。引き算・掛け算もチャレンジ！

「グー」→０ 「チョキ」→２ 「パー」→５

「みんなが楽しくなる、笑顔になるレクリエーション」をご紹介します！
ご自宅で、ご近所さん、ご友人と一緒にレクリエーションをして心も身体も元気にしましょう♪

お皿の上にお饅頭がのっているように

応用編

脳を活性化

　曲「あんたがたどこさ」を歌いながら頻繁に出てくる
「さ」の時に互いのグーとパーを入れ替え手を出します。
最後の部分の「ちょいとかぶせ」の「せ」だけは完成の意
味をこめて、お互いに拍手を合わせしめくくりましょう。

サンタクロースの正体は…
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１０/２７天栄村文化祭 １１/３湯本地区文化祭

１１/２６ 災害時に備えて「炊き出し訓練」

　今年度も皆様からの心温まる物品を多くの方々に購入し
ていただき、盛大に開催することができました。収益金６８,７
８０円は、台風１９号により被災された須賀川市・鏡石町へ寄
付、ＮＨＫ海外たすけあい募金、社会福祉協議会を
通して海外や村内の福祉事業に充てさせていただ
きました。
　皆様のご協力に心から感謝申し上げます。

天栄村ボランティアセンター
運営委員長

森内 末雄さん（大里東部）

　天栄村役場「ふれあい広場」周辺に輝くイルミネーションは、天栄村ボランティアセンター主催のもとボ
ランティアの皆さんの手によって飾付け作業が行われました。
　当日は、天栄村赤十字奉仕団よりおにぎりと豚汁を提供していただきボランティア同士
の交流を兼ねた昼食会を開きました。作業で冷え切った身体もすっか
り温まり、活動を通して楽しい時間を共有することができました。

　大山地区「いろりば
たの会」より、社会福祉

協議会に手製の封筒が届きました。メン
バーが包装紙やカレンダーを再利用し封
筒を製作しているそうです。この封筒は、
社協事業の通知用として大切に使わせ
ていただいております。いつもありがと
うございます

　天栄村役場駐車場を会場に、資機材準備や炊飯・豚汁を調理する
班に分かれ炊き出し訓練を行いました。今回は初めてアイラップ（ポ
リ袋）を活用した米の炊き出しを体験しました。アイラップは、１つの鍋
で複数の食材を調理できるため、災害時などにあたたかい食事を大
勢の方へ配給できます。

ボランティアが照らす温かい地域づくり

生活支援体制整備事業通信
いつまでも住み慣れた地域で暮ら
し続けるために、支えあいの地域
づくりを進める事業です。

生活支援体制整備事業とは？

「広げよう！地域づくりの輪」

天栄村赤十字奉仕団

大盛況の「福祉バザー」ご協力の御礼とご報告

お宝発見!
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種　　類 サービス利用時間・回数 費　　用

　天栄村ヘルパーステーションでは、介護を必要とされる方が住み慣れた地域で生活が送
れるようヘルパーが訪問し、サービスを提供します。利用者様はもちろん、ご家族様の負担を
少しでも軽減できるサポートをします！

① 訪問介護サービス
　在宅で寝たきりの方や療養されている方、お年寄りやひと
り暮らしの方の日常生活で必要とされるサービス提供を行
います。
●身体介護
　排せつ介助　更衣介助　入浴介助
　身体清拭　服薬介助
●生活援助
　食事の調理　衣類の洗濯　掃除　買物
② 訪問入浴サービス
　在宅で寝たきりの方を入浴させることが困難な時に、移
動入浴車でヘルパーが訪問、入浴介助を行います。
③ 障がい者（児）福祉サービス事業
　重度の障害のある方に対し、障害者総合支援法に基づい
て居宅介護を行います。　
④ 自立者ホームヘルパー派遣事業（受託事業）
 　天栄村より派遣依頼があった方の「生活援助」中心の介
護を行います。

主なサービス内容

基本料金表 利用者1割負担の場合

身体介護

生活援助

３０分未満
３０分以上～１時間未満
４５分未満
４５分以上
１回

249 円
395 円
182 円
224 円
1,256 円訪問入浴

◆料金について
　介護保険法改正により基本料金に、訪問介護・入浴特別地域加算15％、
介護職員処遇改善加算として介護10％・入浴4.2％が加算されます。
　※身体介護と生活援助の組み合わせもできます。また、介護保険以外の
サービスなど、詳しい内容は事業所へ問い合わせ下さい。

⑤ 家事困難家庭支援事業（社会福祉充実計画事業）
　父子家庭、重度の障がい等により
家事に困窮を来している家庭を対象に、
調理・洗濯・掃除等の家事を一緒に
行い自立に向けたサポートをします。

ヘルパーステーションだより

善意のご寄付ありがとうございました

●遺　志
地　区 預　 託　 者 適　　　　　用
大 山 山口　忠弘 様 故・山口　スミ 様の遺志として

大里北部 齋藤　秀和 様 故・齋藤亜矢子
琉人・柊羽 様の遺志として

飯 豊 小針　久司 様 故・小針　登代 様の遺志として

飯 豊 揚妻　真一 様 故・揚妻　昭雄 様の遺志として

高 林 遠藤　一夫 様 故・遠藤　清子 様の遺志として

下 松 本 堀川江美子 様 故・堀川　　久 様の遺志として

飯 豊 木内　浩美 様 故・木内　浩徳 様の遺志として

中 郷 森　　忠志 様 故・森　　達男 様の遺志として

●篤　志
預　 託　 者 適　　　　　用

天 栄 村 産 業 課様 社会福祉向上のためとして
天 栄 村 住 民 福 祉 課様 社会福祉向上のためとして
天栄村赤十字奉仕団様 社会福祉向上のためとして
いわせオリオンライオンズクラブ 様 社会福祉向上のためとして
飯 豊 仲 良 し 会様 社会福祉向上のためとして

お寄せ頂いた寄付は、地域福祉向上のために有効に使わせて頂きます。
（令和元年 10 月 1日～12 月 31日受付分）

令和元年１０月に配布しました社協だよりに掲載ミスがありましたのでお知らせします。ご迷惑をおかけしたこと
を心よりお詫び申し上げるとともに、次のとおり訂正させていただきます。

（正）預託者　小針久司様　　適　用　故・小針久尉様の遺志として

お　詫　び

いわせオリオンライオンズクラブ様より 天栄村赤十字奉仕団様より



（8） 令和 2年 1月 22 日発行 第 82 号

５ページ「ボラセン通信」にてレクリエーションを紹介しています！

10日㈮

20日㈪

共募　歳末たすけあい助成結果報告

（村民生児童委員協議会定例会にて）

社協　ブックスタート事業①②

社協　買い物ツアー

お知らせ

いきいきサロン

毎週木曜日毎週水曜日
湯ったり

ミニディサービス
いきいきサロン

毎週木曜日毎週水曜日
湯ったり

ミニディサービス
いきいきサロン

毎週木曜日

5日㈬

18日㈫

19日㈬

未定

社協　ブックスタート継続事業

社協　買い物ツアー

社協　心配ごと相談所

共募　審査委員会

6日㈮

17日㈫

18日㈬

未定

社協　ブックスタート事業①②

社協　買い物ツアー

社協　在宅福祉事業「配食サービス」

社協　理事会・評議員会

　　　第２回生活支援協議体

共募　運営委員会

奉仕団・老ク・身障・遺族

　　　理事会

弁護士による
心配ごと相談所開設のご案内

令和2年2月19日㈬
※時間は電話受付の際にお伝えします。

令和2年2月12日㈬

日 時

天栄村老人福祉センター場 所

村内在住者対 象

申込み締切

日常生活の中で起こる法律に関わる内容
等について、弁護士が無料で相談に応じ
ます。

事前に予約が必要になります。

相談内容は、
当日直接弁護士へご相談ください。

編集後記

　天栄村ボランティアセンターでは、使用済み切手・
エコキャップのコツコツ収集事業を展開しています。
　使用済み切手が整理されたあとは、業者によって売
却され収益金を村内の福祉事業に充てます。ペットボ
トルキャップはエコキャップ運動（リサイクル）として
地域活性につながります。
※使用済み切手は封筒から剥がさず、消印を気にせず
周囲０．５～１センチ程残してください。
※ペットボトルキャップはご家庭で洗い、乾燥させてく
ださい。（ペットボトルのみ）

こんな事もボランティア？！

大人のボランティア学校2019を開催しました！

▲講師：七海多美子さん

　12月4日㈬・11日㈬天栄村山村開発センターにてボランティア養成講座「大人のボランティア学校
2019」を開催しました。
　27名のボランティアがレクリエーションの実施方法や注意点について受講後、実技やグループワー
クを行いました。レクリエーション支援を行う際は「相手を思いやること」、支援する側も「いっしょに
楽しむこと」が大切であることを学びました。今後のボランティア活動のより良い充実へとつながるこ
とを期待しています！

～自分もみんなも楽しい時間を過ごすことができるレクリエーション～

ボランティア養成講座

福祉レクリエーションネットワーク
inふくしま副代表

地域自主サロン活動発表

レクリエーションの実
施に向けて

グループワーク

天栄中学校様

牧本小学校様

夢みなみ農業協同組合
天栄支店様

ぜひ、社会福祉協議会にお届けください♪

ご自宅に使用済み切手やペットボトルキャップは
ありませんか？

リンゴの唄に
合わせて皮むき♪

Let’s ねぎ体操

新年を迎え、新たな気持ちで１年をスタートさせた
いと前向きになる時期です。昨年中は、皆さんの
笑顔に出会うことでパワーをいただきました。今
年の干支は「子」。今年も皆さんの笑顔に夢中にな
ります！本年もよろしくお願いいたします。（面川）

チュー

社会福祉法人 天栄村社会福祉協議会
（天栄村ボランティアセンター）〒962-0503

天栄村大字下松本字富士見山15-1（老人福祉センター内）

TEL 82-2826　FAX 82-2832
ホームページ　http://www.teneishakyo.or.jp/

高林地区大山地区
「いろりばたの会」

発  

行 天栄村社会福祉協議会
社会福祉法人 〒962-0503

福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字富士見山15-1（天栄村老人福祉センター内）
【電 話】 0248-82-2826　【ホームページ】 http://www.teneishakyo.or.jp/

第82号てんとさま
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輪 大きな輪 福祉の輪

てんえい社協だより
令和2年1月22日㈬

OTENTO-SAMA

この社協だよりは、印刷代の一部を共同募金助成金を活用して発行されています。


