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利府町社会福祉協議会は、法人の認可を取得した福祉団体であり、皆様の会費等によって運営されています。

主な内容
●

イイ ンン フフ ォォ メメ ーー シシ ョョ ンン

この広報誌は、皆さまからの会費と赤い羽根共同募金配分金により発行しています。

利府町高齢者いきいき活動ポイント事業
～ ボランティア登録者募集中 ～

●対 象 者　介護施設などでのボランティア活動に興味のある町内にお住まいの65歳以上の方。
●活動内容　施設利用者の話し相手、レクリエーション、食事の配膳など。 ※受入施設との調整あり。
●活動方法　保健福祉課長寿介護班で登録申請を行い、講習会受講後にボランティア活動をしていただきます。

町内の介護施設等で行ったボランティア活動に対して、活動時間に応じた
ポイントを付与し、年間最大5,000円の交付金に転換します。
この事業は、高齢者の地域貢献や社会参加活動を通した介護予防の推進、

生きがいづくりを目的としています。

※登録申請：利府町保健福祉課  長寿介護班（TEL：356-1334）
※講 習 会：利府町社会福祉協議会  　　　（TEL：356-9060）
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あたたかい善意ありがとうございますあたたかい善意ありがとうございます

●匿名 様（青山）
●匿名 様（神谷沢）
●髙橋  明 様（仲町）
●匿名 様（町内）
●匿名 様（町内）
●匿名 様（町内）

……………………………… 30,000円
…………………………… 30,000円

…………………………5,000円
……………………………… 50,000円
……………………………… 10,000円
………………………………12,000円

●匿名 様（町外）…
●播上  みつゑ 様（町外）
●水野  佳子 様（神谷沢）

…………………… 飛沫ガードパネル
…………………… 車椅子１台
……………タオルケット多数

●年頭のあいさつ
●第66回宮城県社会福祉大会
●利府町ボランティア友の会
●居宅介護支援事業所
●訪問介護事業所

●利府町中央地域包括支援センター
●生活支援コーディネーター
●利府町老人クラブ連合会
●インフォメーション
●暖かい善意ありがとうございます

 

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金

等の特例貸付を実施しています。※貸付申請期間が令和３年３月末までに延長されました。

●緊急小口資金
　緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、
少額の費用の貸付を行います。
【貸付上限額】・20万円以内
【貸付利子・保証人】　無利子・不要
【据置期間】１年以内　【償還期間】２年以内

●総合支援資金
　生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
【貸付上限額】
　・二人以上　20万円以内×原則３ヶ月以内
　•単身　　　15万円以内×原則３ヶ月以内
【貸付利子・保証人】　無利子・不要
【据置期間】１年以内　【償還期間】10年以内

※相談は無料・秘密厳守で行います。
　マスクの着用・検温のご協力をお願い
　します。

生活相談のお知らせ
日常的な暮らしのことや介護の悩みな
ど、心配ごとについて専門の相談員を配
置し、解決へのお手伝いをいたします。
新型コロナウイルス感染予防対策とし
て、完全予約制で実施します。

●内容…生活相談全般・障害者相談・
　　　　人権相談・行政相談
●日程…２月16日（火）
　　　　３月23日（火）
●時間…午前10時～午後３時まで
●場所…利府町社会福祉協議会事務所

特
別
会
員

●株式会社ヤマトク　代表取締役  小幡大治 様
●ボン・リー宮城株式会社　代表取締役  中村信一郎様
●株式会社サイコー　代表取締役  齋藤孝志 様

新型コロナウイルス感染症対策をとりながら
様々な事業を行っています!!

新型コロナウイルス感染症対策をとりながら
様々な事業を行っています!!

ファミリー・
サポート・センター
ファミリー・

サポート・センター
子育て広場「十符っ子」子育て広場「十符っ子」

生活相談所生活相談所

児童デイサービスセンターすきっぷ児童デイサービスセンターすきっぷ
サンタクロース登場！！プレゼントをもらいました。サンタクロース登場！！プレゼントをもらいました。

協力会員の

つどいで

飾り寿司を

作りました
。

協力会員の

つどいで

飾り寿司を

作りました
。

雪がふってもたくさん遊ぶぞ！雪がふってもたくさん遊ぶぞ！

飛沫感染予防
パネルを設置
しております
ので、安心し
てお越しくだ
さい。

飛沫感染予防
パネルを設置
しております
ので、安心し
てお越しくだ
さい。

第 140 号 社　協　だ　よ　り 令和３年１月29日 ６



年頭のごあいさつ
社会福祉法人
利府町社会福祉協議会　会長　伊藤きよみ

明けましておめでとうございます。

町民の皆さまにおかれましては、輝かしい新春を健やかにお
迎えのことと、心よりお喜び申し上げます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るい、コロナ一色の一年となりま
した。このことにより、町民の日常生活に大きな変化を強いられ、企業の経済活動にも多大
な影響があったものと思います。

このような厳しい状況の中で、町民の皆様や企業の皆様からの社協会費や赤い羽根募金
へ、変わらぬご協力をいただきましたことに衷心より感謝と御礼を申し上げます。

さて、地域福祉事業につきましては、住民活動の根幹であります地区社協事業や、ボラン
ティアを中心とした小地域ネットワーク事業など、地域コミュニティ事業が軒並み中止や延
期とせざるを得ませんでした。

そういった中、支援の必要な方々への声がけ活動、見守り活動など新たな取り組みが生ま
れました。本会としましても、町民の皆様や関係機関の皆様のお知恵を借りながら、新生活
様式の変化に即応した新たな事業の開拓に取り組んで参りたいと考えております。

これからの地域福祉の推進につきましては、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづく
り」の実現に向けた大きな方針に変わりはなく、町民の皆様と共に取り組んでまいりたいと
思いますので、尚一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

結びになりますが、新しい年が皆さまにとりまして、健康で幸多き年になりますよう心よ
りご祈念いたしまして、年頭のあいさつといたします。

「第66回宮城県社会福祉大会受賞者の紹介」「第66回宮城県社会福祉大会受賞者の紹介」

生活支援コーディネーター
からのお知らせ

生活支援コーディネーター
からのお知らせ

地域のつどいの場が休止となり、自宅にこもりがちになっていませんか？
今号は、コロナ禍でも、つながり合えるためのアイデアをお知らせします。特にオンラ

インでつながることは、若い人達だけのものではありません。是非チャレンジしてつなが
り合いましょう。

♦大勢が集うイベント型　♦食事を共にする

手紙やポスティングでつながる

（紙とペンがあれば大丈夫です）

時短や少人数、屋外の活動でつながる

（簡単な体操も効果的！）

オンラインでつながる

（アプリを使うと脳にも良い）

電話でつながる
（安否確認の意味合い）

利府町中央地域包括支援センター　住所：利府町中央2-11-1　電話：022-353-7322　生活支援コーディネーター

から

利 府 町 老 人 ク ラ ブ 連 合 会利 府 町 老 人 ク ラ ブ 連 合 会
町内で20の単位老人クラブが活動し、会員数は850名を超えています。
いくつになっても明るく楽しく元気よく生活するために、グラウンド・ゴルフなどの健
康維持活動や、集会所を利用したお茶会、地域の公園清掃活動など、様々な活動を通し会
員同士の親睦と交流を深めながら活動を行っています。

連絡先：利府町社会福祉協議会　電話：022-356-9060

R2.9月に利府町野球場にてグラウント･ゴルフ大会を
行いました。
R2.9月に利府町野球場にてグラウント･ゴルフ大会を
行いました。

　   
会員大募集

私たちと一緒に楽しく活動しませんか！？
・新しい友人を作りたい！
・お茶のみ仲間が欲しい！
・健康のために楽しく体を動かしたい！など
仲間づくりや、健康維持活動など一緒に活動いた
だける会員を男女共に募集しています。
興味がある方は、
下記までご連絡ください。

◉社会福祉協議会役職員功労者
　　　好井まり子 様
　　　鈴木　敏夫 様

◉民生委員児童委員功労者
　　　渡邊　久子 様
　　　今野美枝子 様

佐藤　玲子 様
水間　美枝 様

吉田　順子 様

以上７名の方が受賞されました。おめでとうございました。

宮城県社会福祉協議会会長表彰

第 140 号 社　協　だ　よ　り 令和３年１月29日 ２第 140 号社　協　だ　よ　り令和３年１月29日５



利府町ボランティア友の会　会員交流研修会利府町ボランティア友の会　会員交流研修会
令和２年１２月１６日（水）に利府町役場町民交流館にて「ボランティア友の会会員交流
研修会」が開催されました。
講師には、利府町副町長の櫻井やえ子氏をお招きし、～女性の力で地域を元気に～と題し
て講演を行っていただきました。
誰もが暮らしやすく元気な利府町をつくるためには、子育てやボランティア活動などの体
験を活かした女性の活躍が必要不可欠であるといった内容の講話をいただき、参加者の皆さ
んは熱心に耳を傾けていました。

利府町中央地域包括支援センターからのお知らせ利府町中央地域包括支援センターからのお知らせ

ホームヘルパー活動中
利府町社会福祉協議会では、高齢者
と障がいをお持ちの方々の在宅生活を
支援するために訪問介護事業を実施し
ています。
15名のヘルパーがご自宅での身体介
護、家事援助のほか、通院の介助、買
物支援などのお手伝いをしています。
コロナ禍でこそ、在宅サービスの必
要性を実感しながら、日々頑張ってい
ます。
訪問介護サービスについて、
下記までお気軽に
ご相談ください。

訪問介護事業所：千葉、後藤

TEL022‒356‒9060

お世話様で
す!!

ケアマネジャー　
私たちケアマネジャーが、ホームヘルプサービスやデ
イサービスなどの介護保険サービスを利用される皆様の
考えや思い、お体の状況に合わせケアプランを作成しま
す。在宅で豊かな生活を送り続けるために応援をします
ので、お気軽にお問い合わせください。

居宅介護支援の流れ

❶ご相談
介護が必要になり、介護サービスの
利用を希望される場合などの相談をお受けします。

❷ケアプラン作成
ケアマネジャーが、ご本人様・ご家族様の考え、思いと力
をもとに状態のあったケアプランを作成いたします。

❸サービスの提供開始
ケアプランに沿った介護サービスが開始されます。

❹継続支援
提供開始後、引き続き介護サービスがより良く利用できて
いるか、ご満足いただいているか配慮し、継続的にお手伝
いします。

令和２年11月17日（火）、利府町保健福
祉センターを会場に、令和２年度「利府町
介護予防講演会」を行いました。
講師に、認知症の人と家族の会宮城県支
部代表の若生栄子様と認知症当事者の加藤
勝宏様をお招きしました。
当事者としての経験談と支援者としての
心構えなどを、パートナーを交えてお話い

ただきました。本講演会により、認知症の方に対する理解や接し方が深まりました。

発行者：利府町中央地域包括支援センター
住　所：利府町中央２丁目11‒１　☎：022‒353‒7322

メールは
こちら

ブログは
こちら

シニアのちょこっと貯筋体操教室シニアのちょこっと貯筋体操教室シニアのちょこっと貯筋体操教室
シニアの皆様が気軽に運動が行えるよう、体操教室を開催しています！シニアの皆様が気軽に運動が行えるよう、体操教室を開催しています！（予約制）

●日　　程　①2/16（火）、②3/2（火）
●時　　間　①～②とも10：00～と11：00～の２部制
●予約期間　①2/8（月）から2/12（金）9：30－17：00
　　　　　　②2/22（月）から2/26（金）9：30－17：00
　　　　　　※祝日を除く。
●場　　所　利府町公民館３階文化ホール
●準 備 等　・運動しやすい服装と靴の持参
　　　　　　・検温のご協力
　　　　　　・マスク着用　等

感染予防にご協力願います。

私達ケアマ
ネジャー

はご相談内
容などご利

用者様の秘
密は厳守し

ます。お気
軽にご相談

ください。
 

です。

令和３年４月からの「ちょこっと貯筋体操」は、会場が変更に
なる予定です。詳細は、利府町中央地域包括支援センターブロ
グ、中央包括だより等に掲載します。

※新型コロナウイルス感染症対策として、参加者の検温、会場内のこまめな換気などに加え、新生活様式
を意識しながら、午前・午後の二部構成で行いました。

TEL022-356-9060（担当：齋藤、佐藤、佐々木）
お問い合わせ先：居宅介護支援事業所お問い合わせ先：居宅介護支援事業所

４３ 第 140 号 社　協　だ　よ　り 令和３年１月29日第 140 号社　協　だ　よ　り令和３年１月29日



利府町ボランティア友の会　会員交流研修会利府町ボランティア友の会　会員交流研修会
令和２年１２月１６日（水）に利府町役場町民交流館にて「ボランティア友の会会員交流
研修会」が開催されました。
講師には、利府町副町長の櫻井やえ子氏をお招きし、～女性の力で地域を元気に～と題し
て講演を行っていただきました。
誰もが暮らしやすく元気な利府町をつくるためには、子育てやボランティア活動などの体
験を活かした女性の活躍が必要不可欠であるといった内容の講話をいただき、参加者の皆さ
んは熱心に耳を傾けていました。

利府町中央地域包括支援センターからのお知らせ利府町中央地域包括支援センターからのお知らせ

ホームヘルパー活動中
利府町社会福祉協議会では、高齢者
と障がいをお持ちの方々の在宅生活を
支援するために訪問介護事業を実施し
ています。
15名のヘルパーがご自宅での身体介
護、家事援助のほか、通院の介助、買
物支援などのお手伝いをしています。
コロナ禍でこそ、在宅サービスの必
要性を実感しながら、日々頑張ってい
ます。
訪問介護サービスについて、
下記までお気軽に
ご相談ください。

訪問介護事業所：千葉、後藤

TEL022‒356‒9060

お世話様で
す!!

ケアマネジャー　
私たちケアマネジャーが、ホームヘルプサービスやデ
イサービスなどの介護保険サービスを利用される皆様の
考えや思い、お体の状況に合わせケアプランを作成しま
す。在宅で豊かな生活を送り続けるために応援をします
ので、お気軽にお問い合わせください。

居宅介護支援の流れ

❶ご相談
介護が必要になり、介護サービスの
利用を希望される場合などの相談をお受けします。

❷ケアプラン作成
ケアマネジャーが、ご本人様・ご家族様の考え、思いと力
をもとに状態のあったケアプランを作成いたします。

❸サービスの提供開始
ケアプランに沿った介護サービスが開始されます。

❹継続支援
提供開始後、引き続き介護サービスがより良く利用できて
いるか、ご満足いただいているか配慮し、継続的にお手伝
いします。

令和２年11月17日（火）、利府町保健福
祉センターを会場に、令和２年度「利府町
介護予防講演会」を行いました。
講師に、認知症の人と家族の会宮城県支
部代表の若生栄子様と認知症当事者の加藤
勝宏様をお招きしました。
当事者としての経験談と支援者としての
心構えなどを、パートナーを交えてお話い

ただきました。本講演会により、認知症の方に対する理解や接し方が深まりました。

発行者：利府町中央地域包括支援センター
住　所：利府町中央２丁目11‒１　☎：022‒353‒7322

メールは
こちら

ブログは
こちら

シニアのちょこっと貯筋体操教室シニアのちょこっと貯筋体操教室シニアのちょこっと貯筋体操教室
シニアの皆様が気軽に運動が行えるよう、体操教室を開催しています！シニアの皆様が気軽に運動が行えるよう、体操教室を開催しています！（予約制）

●日　　程　①2/16（火）、②3/2（火）
●時　　間　①～②とも10：00～と11：00～の２部制
●予約期間　①2/8（月）から2/12（金）9：30－17：00
　　　　　　②2/22（月）から2/26（金）9：30－17：00
　　　　　　※祝日を除く。
●場　　所　利府町公民館３階文化ホール
●準 備 等　・運動しやすい服装と靴の持参
　　　　　　・検温のご協力
　　　　　　・マスク着用　等

感染予防にご協力願います。

私達ケアマ
ネジャー

はご相談内
容などご利

用者様の秘
密は厳守し

ます。お気
軽にご相談

ください。
 

です。

令和３年４月からの「ちょこっと貯筋体操」は、会場が変更に
なる予定です。詳細は、利府町中央地域包括支援センターブロ
グ、中央包括だより等に掲載します。

※新型コロナウイルス感染症対策として、参加者の検温、会場内のこまめな換気などに加え、新生活様式
を意識しながら、午前・午後の二部構成で行いました。

TEL022-356-9060（担当：齋藤、佐藤、佐々木）
お問い合わせ先：居宅介護支援事業所お問い合わせ先：居宅介護支援事業所
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年頭のごあいさつ
社会福祉法人
利府町社会福祉協議会　会長　伊藤きよみ

明けましておめでとうございます。

町民の皆さまにおかれましては、輝かしい新春を健やかにお
迎えのことと、心よりお喜び申し上げます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るい、コロナ一色の一年となりま
した。このことにより、町民の日常生活に大きな変化を強いられ、企業の経済活動にも多大
な影響があったものと思います。

このような厳しい状況の中で、町民の皆様や企業の皆様からの社協会費や赤い羽根募金
へ、変わらぬご協力をいただきましたことに衷心より感謝と御礼を申し上げます。

さて、地域福祉事業につきましては、住民活動の根幹であります地区社協事業や、ボラン
ティアを中心とした小地域ネットワーク事業など、地域コミュニティ事業が軒並み中止や延
期とせざるを得ませんでした。

そういった中、支援の必要な方々への声がけ活動、見守り活動など新たな取り組みが生ま
れました。本会としましても、町民の皆様や関係機関の皆様のお知恵を借りながら、新生活
様式の変化に即応した新たな事業の開拓に取り組んで参りたいと考えております。

これからの地域福祉の推進につきましては、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづく
り」の実現に向けた大きな方針に変わりはなく、町民の皆様と共に取り組んでまいりたいと
思いますので、尚一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

結びになりますが、新しい年が皆さまにとりまして、健康で幸多き年になりますよう心よ
りご祈念いたしまして、年頭のあいさつといたします。

「第66回宮城県社会福祉大会受賞者の紹介」「第66回宮城県社会福祉大会受賞者の紹介」

生活支援コーディネーター
からのお知らせ

生活支援コーディネーター
からのお知らせ

地域のつどいの場が休止となり、自宅にこもりがちになっていませんか？
今号は、コロナ禍でも、つながり合えるためのアイデアをお知らせします。特にオンラ
インでつながることは、若い人達だけのものではありません。是非チャレンジしてつなが
り合いましょう。

♦大勢が集うイベント型　♦食事を共にする

手紙やポスティングでつながる

（紙とペンがあれば大丈夫です）

時短や少人数、屋外の活動でつながる

（簡単な体操も効果的！）

オンラインでつながる

（アプリを使うと脳にも良い）

電話でつながる
（安否確認の意味合い）

利府町中央地域包括支援センター　住所：利府町中央2-11-1　電話：022-353-7322　生活支援コーディネーター

から

利 府 町 老 人 ク ラ ブ 連 合 会利 府 町 老 人 ク ラ ブ 連 合 会
町内で20の単位老人クラブが活動し、会員数は850名を超えています。
いくつになっても明るく楽しく元気よく生活するために、グラウンド・ゴルフなどの健
康維持活動や、集会所を利用したお茶会、地域の公園清掃活動など、様々な活動を通し会
員同士の親睦と交流を深めながら活動を行っています。

連絡先：利府町社会福祉協議会　電話：022-356-9060

R2.9月に利府町野球場にてグラウンド･ゴルフ大会を
行いました。
R2.9月に利府町野球場にてグラウンド･ゴルフ大会を
行いました。

　   
会員大募集

私たちと一緒に楽しく活動しませんか！？
・新しい友人を作りたい！
・お茶のみ仲間が欲しい！
・健康のために楽しく体を動かしたい！など
仲間づくりや、健康維持活動など一緒に活動いた
だける会員を男女共に募集しています。
興味がある方は、
下記までご連絡ください。

◉社会福祉協議会役職員功労者
　　　好井まり子 様
　　　鈴木　敏夫 様

◉民生委員児童委員功労者
　　　渡邊　久子 様
　　　今野美枝子 様

佐藤　玲子 様
水間　美枝 様

吉田　順子 様

以上７名の方が受賞されました。おめでとうございました。

宮城県社会福祉協議会会長表彰
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利府町社会福祉協議会は、法人の認可を取得した福祉団体であり、皆様の会費等によって運営されています。

主な内容
●

イイ ンン フフ ォォ メメ ーー シシ ョョ ンン

この広報誌は、皆さまからの会費と赤い羽根共同募金配分金により発行しています。

利府町高齢者いきいき活動ポイント事業
～ ボランティア登録者募集中 ～

●対 象 者　介護施設などでのボランティア活動に興味のある町内にお住まいの65歳以上の方。
●活動内容　施設利用者の話し相手、レクリエーション、食事の配膳など。 ※受入施設との調整あり。
●活動方法　保健福祉課長寿介護班で登録申請を行い、講習会受講後にボランティア活動をしていただきます。

町内の介護施設等で行ったボランティア活動に対して、活動時間に応じた
ポイントを付与し、年間最大5,000円の交付金に転換します。
この事業は、高齢者の地域貢献や社会参加活動を通した介護予防の推進、

生きがいづくりを目的としています。

※登録申請：利府町保健福祉課  長寿介護班（TEL：356-1334）
※講 習 会：利府町社会福祉協議会  　　　（TEL：356-9060）

社
会
福
祉
の
た
め

物
品
寄
付

あたたかい善意ありがとうございますあたたかい善意ありがとうございます

●匿名 様（青山）
●匿名 様（神谷沢）
●髙橋  明 様（仲町）
●匿名 様（町内）
●匿名 様（町内）
●匿名 様（町内）

……………………………… 30,000円
…………………………… 30,000円

…………………………5,000円
……………………………… 50,000円
……………………………… 10,000円
………………………………12,000円

●匿名 様（町外）…
●播上  みつゑ 様（町外）
●水野  佳子 様（神谷沢）

…………………… 飛沫ガードパネル
…………………… 車椅子１台
……………タオルケット多数

●年頭のあいさつ
●第66回宮城県社会福祉大会
●利府町ボランティア友の会
●居宅介護支援事業所
●訪問介護事業所

●利府町中央地域包括支援センター
●生活支援コーディネーター
●利府町老人クラブ連合会
●インフォメーション
●暖かい善意ありがとうございます

 

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金

等の特例貸付を実施しています。※貸付申請期間が令和３年３月末までに延長されました。

●緊急小口資金
　緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、
少額の費用の貸付を行います。
【貸付上限額】・20万円以内
【貸付利子・保証人】　無利子・不要
【据置期間】１年以内　【償還期間】２年以内

●総合支援資金
　生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
【貸付上限額】
　・二人以上　20万円以内×原則３ヶ月以内
　•単身　　　15万円以内×原則３ヶ月以内
【貸付利子・保証人】　無利子・不要
【据置期間】１年以内　【償還期間】10年以内

※相談は無料・秘密厳守で行います。
　マスクの着用・検温のご協力をお願い
　します。

生活相談のお知らせ
日常的な暮らしのことや介護の悩みな
ど、心配ごとについて専門の相談員を配
置し、解決へのお手伝いをいたします。
新型コロナウイルス感染予防対策とし
て、完全予約制で実施します。

●内容…生活相談全般・障害者相談・
　　　　人権相談・行政相談
●日程…２月16日（火）
　　　　３月23日（火）
●時間…午前10時～午後３時まで
●場所…利府町社会福祉協議会事務所

特
別
会
員

●株式会社ヤマトク　代表取締役  小幡大治 様
●ボン・リー宮城株式会社　代表取締役  中村信一郎様
●株式会社サイコー　代表取締役  齋藤孝志 様

新型コロナウイルス感染症対策をとりながら
様々な事業を行っています!!

新型コロナウイルス感染症対策をとりながら
様々な事業を行っています!!

ファミリー・
サポート・センター
ファミリー・

サポート・センター
子育て広場「十符っ子」子育て広場「十符っ子」

生活相談所生活相談所

児童デイサービスセンターすきっぷ児童デイサービスセンターすきっぷ
サンタクロース登場！！プレゼントをもらいました。サンタクロース登場！！プレゼントをもらいました。

協力会員の

つどいで

飾り寿司を

作りました
。

協力会員の

つどいで

飾り寿司を

作りました
。

雪がふってもたくさん遊ぶぞ！雪がふってもたくさん遊ぶぞ！

飛沫感染予防
パネルを設置
しております
ので、安心し
てお越しくだ
さい。

飛沫感染予防
パネルを設置
しております
ので、安心し
てお越しくだ
さい。

第 140 号 社　協　だ　よ　り 令和３年１月29日 ６




