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各種講座のご案内
福祉夏まつり
ご存知ですか？災害ボランティアセンター
チームオレンジ  活動しています!!
やすらぎ障がい者相談支援センター開設
共同募金だより
企業・団体の皆様
福祉のまちづくりに
参加しませんか。
令和4年度事業計画・予算
よりどころ紹介、寄付のお礼
寄付金等のご報告
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この広報誌は　 共同募金の配分金により作成
されています。

瀬戸市社協
マスコットキャラクター
せとっち

核家族化が進み、コミュニティの希薄化が進む中
で日常的に高齢者や障がいのある方と関わる機会
が少なくなっています。ボランティア体験を通して
「共に生きる」心を育むことを目的に開催します。

7月26日（火）・8月2日（火）2日間コース
午前9時30分～午後3時
やすらぎ会館2階  視聴覚室

音声訳体験、ボッチャによる交流など

無料日　　時

場　　所

15人（申込多数の場合は抽選）定　　員

体験内容

小学4年生～6年生対　　象

福祉ボランティアなど協力団体

飲み物、お弁当
7月1日（金）～19日（火）

※令和3年度
　体験のみなさん

電話かFAXで
①氏名（ふりがな）
②学校名・学年
③住所④電話番号
（受信可能なFAX番号）

持 ち 物

申込期間

申込方法

令和4年度
こどもふくし体験きゃらばん
令和4年度
こどもふくし体験きゃらばん

ボランティアセンター  ☎84－2011  FAX85－2275  Eメール：vc@seto-shakyo.or.jp
【申し込み・問い合わせ先】 

必要です。
申し込み

が

参加
してね！

体験を
通して

福祉
につ
いて

一緒
に

学び
まし
ょう
！

瀬戸市社会福祉協議会は、持続可能な地域社会の実現を目指し、地域の一員として
SDGsの取り組みを推進できるよう、地域福祉活動に取り組みます。
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各種講座のご案内

育児講座

作ってあそぼ

60歳以上、または障害者手帳をお持ちの方
障がいの程度により、介護者の付き添いをお願いすることがあります。

初心者向け教室

（各教室に必要な道具は、ご持参ください）

申し込み・問い合わせ先

申込
方法

往復はがきか自宅のFAXで①親子の氏名（子のふりがな・年齢）②住所
③電話番号（受信可能なFAX番号）④講座名を記入し、お申し込みください。
※申込多数の場合は抽選　※締切日必着

福祉パソコン（6回コース）

（6回コース）

1①8月9日（火） ②8月23日（火） ③8月30日（火）    
　 ④9月6日（火） ⑤9月13日（火） ⑥9月20日（火） 
　 午前10時～正午
21階 第2作業室　46人　7無料　
57月15日（金）～7月29日（金）

福祉編み物（8回コース）
1①9月16日（金） ②9月30日（金） ③10月14日（金） 
　 ④10月28日（金） ⑤11月11日（金） ⑥11月25日（金） 
　 ⑦12月9日（金） ⑧12月23日（金）  午後1時30分～3時30分
23階 教養娯楽室　46人　7無料　
58月15日（月）～8月29日（月）

福祉書道

福祉絵手紙
1①10月7日（金） ②10月21日（金）
　 ③11月4日（金） ④11月18日（金）
　 午前10時～正午
21階 第2作業室　46人　7500円
59月5日（月）～9月16日（金）

1９月13日（火）
　 午前10時30分～11時30分
23階 和集会室
g身近な材料で製作します
3２歳以上の未就園児と
　 その保護者
410組（託児なし）　7無料　　
58月15日（月）～8月30日（火）

親ヨガ
1９月28日（水）
　 午前10時30分～11時30分
25階 大集会室
g保護者向けのヨガをします
3未就園児とその保護者　
410組（託児あり）　
7100円　
59月1日（木）～9月15日（木）

新聞紙あそび
110月7日（金）
　 午前10時30分～11時30分
25階 大集会室
g新聞紙であそびます
3２歳以上の未就園児と
　 その保護者　
410組（託児なし）　7無料　
59月12日（月）～9月26日（月）

事業グループ  〒489－0919  瀬戸市川端町1－31  ☎84－2011  FAX85－2275  

申込
方法

申し込み・問い合わせ先

往復はがきか自宅のFAXで①氏名（ふりがな）
②住所③電話番号（受信可能なFAX番号）
④年齢⑤教室名⑥車椅子利用の有無を記入し、
お申し込みください。
※申込多数の場合は抽選
（未受講の方を優先とします） 
※締切日必着

（4回コース）

1①10月1日（土） ②11月5日（土）  
　 ③11月26日（土） 午前10時～正午
25階 大集会室　410人　7無料
59月5日（月）～9月16日（金）

 ボッチャ教室（障がい者）

1①9月27日（火） ②10月4日（火） ③10月11日（火） 
　 ④10月18日（火） ⑤10月25日（火） ⑥11月1日（火）  
　 午前10時～正午
21階 第2作業室　46人　7無料　
59月5日（月）～9月16日（金）

障害者手帳をお持ちの方のみ（3回コース）

プレイルーム  〒489－0919  瀬戸市川端町1－31  
☎84－2011  FAX85－2275

新型コロナウイルス感染症のまん延状況により、変更または中止となる場合があります。
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1開催日時　2場所　g内容　3対象者　4定員　7費用　5申込期間

プレイルーム  〒489－0919  瀬戸市川端町1－31  ☎84－2011  FAX85－2275申し込み・問い合わせ先

申込
方法

小学生講座

往復はがきか自宅のFAXで①氏名（ふりがな）②住所③電話番号（受信可能なFAX番号）
④学年⑤講座名を記入し、お申し込みください。   ※申込多数の場合は抽選　※締切日必着

17月25日（月） 午前10時～正午
22階 視聴覚室　
g共同募金を題材に習字の
　 アドバイスをもらい宿題を
　 完成させます
3小学3年生～6年生　
420人　7無料　
57月1日（金）～7月15日（金）

宿題アドバイス 習字の部
17月29日（金）
　 午前10時～正午
21階 第1作業室
g土に触れ、作陶します
3小学1年生～6年生　
410人　7500円　
57月1日（金）
　 ～7月19日（火）

陶芸
17月30日（土）
　 午後1時30分～3時30分
22階 視聴覚室　
g蚊帳ふきんに好きな図柄を
　 刺し子します
3小学1年生～6年生　
415人　7300円　
57月1日（金）～7月20日（水）

手芸

18月9日（火） 午前9時30分～正午　
22階 視聴覚室　
g共同募金の題材にポスターの
　 アドバイスをもらい宿題を完成させます
3小学1年生～6年生
420人　7無料
57月15日（金）～7月25日（月）

宿題アドバイス ポスターの部
18月27日（土） 午前9時30分～11時　
21階 第1作業室　
g父と一緒に木で作品を
　 作ります
3小学3年生～6年生
410人　7500円　
58月1日（月）～8月17日（水）

お父さんと作ろう

災害時に災害ボランティアセンターの運営に携わる災害ボランティア
コーディネーターの役割について一緒に学びませんか？

電話かFAXまたはEメールで①氏名（ふりがな）
②住所③電話番号④講座名を記入し、お申し込
みください。

9月3日（土）午前9時30分～午後3時（受付開始午前9時）【日時】
【場所】
【対象】

【定員】
【講師】

【費用】

やすらぎ会館5階  大集会室
瀬戸市内に在住または在勤、在学しており
災害ボランティアに興味のある方、
災害ボランティアセンターでの活動に意欲のある方
30名 無料
認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード
常務理事  浦野  愛  氏

◆申込方法

8月26日（金）までにお申し込みください。
◆申し込み期間

地域支援グループ  ☎84－2011 FAX85－2275
Eメール  info@seto-shakyo.or.jp

◆申し込み・問い合わせ先

ご存知ですか？災害ボランティアセンター

8月5日（金） 午後6時～8時
やすらぎ会館正面玄関  ※荒天の場合は中止
盆踊り・夜店・ゲーム

日  時

場  所

内  容

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
　入場者数を制限・内容を縮小します。
※路上駐車などで、近隣の方にご迷惑をお掛け
　しないよう、徒歩または公共交通機関での来
　場にご協力ください。
※本会ホームページで催事案内しますのでご確
　認ください。

福祉夏まつり福祉夏まつり

災害ボランティアコーディネーター
養成講座のお知らせ
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地域に寄り添う相談場所として、障がいに関する基本相談に対応いたします。
詳しくは下記までお問い合わせください。

やすらぎ障がい者相談支援センター開設やすらぎ障がい者相談支援センター開設
陶原・長根
連区対象

相談・介護グループ  瀬戸市川端町1-31  ☎84－2287

9月の世界アルツハイマー月間
に合わせて、認知症の啓発カ
ラーであるオレンジ色の花を市
内各所に咲かせる活動です。

〈 vol.5 〉
た よ りお

オレンジガーデン
プロジェクト1

瀬戸みどりのまち病院
コミュニティセンター１階
毎月第2・4水曜日
午前9時30分～11時30分 開催

2

今年度は市内各所を巡回します。
詳しくはお問い合わせください。

7/7(木)新郷地域交流センター
8/31(水)西陵地域交流センター
両日とも午前9時30分～11時30分 開催

3おいでんサロン 出張せとらカフェ

令和3年4月1日から始まったチームオレンジは、認知症の方
の社会参加と認知症サポーターなどの活動を推進する仕組み
です。認知症の方の意思を尊重し「やりたいこと、やってみ
たいこと」を実現するためにサポート可能な認知症サポー
ターなどをマッチングします。認知症の方が安心して暮らし続
けられる地域づくりを目指しています。

認知症サポーター
養成講座  受講

マッチング

チームオレンジに登録

オレンジサポーター
として活動！

認知症サポーター
ステップアップ研修  受講

オレンジサポーターに
なるには…

チームオレンジ 活動しています！！

チームオレンジとは…

新しい取り組みを通して、
認知症への正しい理解を広めていきます！
新しい取り組みを通して、
認知症への正しい理解を広めていきます！

※認知症サポーターとは・・・
認知症について正しい知識を持ち、温かい気持ちで認知症
の方や家族を見守る応援者です。

問い合わせ先

問い合わせ先

瀬戸市基幹型地域包括支援センター
(認知症地域支援推進員)  ☎88－1294

認知症の方の“やりたいこと”をサポートする仕組みです。認知症の方の“やりたいこと”をサポートする仕組みです。



●子育て世代の集まる居場所づくり、高齢者の交流の居場所づくり
　などの地区社協活動
●各種支給券の交付、福祉クリスマス会の実施　
●法律・心配ごと相談の無料実施
●ボランティアの育成や支援（ボランティアセンター）
●ふくしボランティアフェスティバルや福祉団体・福祉施設への支援・助成
●こども食堂、地域の居場所推進事業「よりどころ」の実施・支援など

共同募金だより

問い合わせ先 瀬戸市共同募金委員会  ☎84－2011

　昨年の共同募金運動では、自治会をはじめ、事業所や学校、街頭、店
舗等支援してくださいました皆さま、またご協力いただきました地域の
皆さまに厚くお礼申しあげるとともに、令和3年度の共同募金運動の結
果をご報告させていただきます。
　この募金は瀬戸市の福祉団体や福祉事業のためと県内広域の福祉
のために役立てられます。
　今後ともご協力をお願いいたします。

赤い羽根共同募金
歳末たすけあい募金

瀬戸市共同募金委員会

瀬戸市ではこのようなことに募金が使われます

募金機能付き自動販売機による募金（道の駅瀬戸しなの、東
芝ビジネスエキスパート㈱、日本赤十字社東海北陸ブロック
血液センター、富士特殊紙業㈱、（医）水野病院、山口憩いの
家、㈱フォーリーフよっつ葉夢浪漫、下品野地域交流セン
ター、高齢者総合福祉施設ウィローふたば、瀬戸信用金庫）
募金機能付きマッサージ機による募金（やすらぎ会館）
寄付（㈱玉越、丹羽薈）など　　　　　    （敬称略・順不同）

戸別募金

法人個人募金

職域募金

学校募金

街頭募金

募金箱

その他

合　計

区　分 説　　　明 赤い羽根共同
募金（円）

歳末たすけあい
募金（円）

瀬戸市自治連合会を通じて各家庭にお願いする封筒募金

・

・
・

企業や店舗及び法人や個人の方からの大口募金

職場の従業員の方を対象とした募金

小・中学校や高校・専門学校・大学などで行う募金

街頭において寄付の呼びかけを行う募金

店舗などに募金箱を設置していただく募金

6,571,062

1,643,500

467,349

209,724

8,216

208,824

1,250,526

6,504,048

73,794

7,216

1,000

10,359,201 6,586,058

16,945,259

令和3年度法人個人募金大口寄付者名

多額のご寄付ありがとうございました。

（敬称略・順不同）

法人・団体で15,000円以上の寄付をいただき、お名前の公表についてご了解いただいた方のみ掲載しております。
鈴一物産（株）
水南民生委員児童委員協議会
（株）幸楽縁

★
★
★

勝野窯業原料（株）
（株）小西砕石工業所
（株）マルイチ

★
★
★

（有）トリオ商事
愛知県陶磁器工業協同組合
杉山重工（株）
瀬戸信用金庫本店

★
★
★
★

5

結 果 報 告
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住民主体の地域福祉活動に対する支援（サロンの立ち上げ、地域のつながりづくり）
ボランティアをしたい・頼みたいといった声のマッチング、ボランティアの養成
小中学校・高校の児童・生徒に対する福祉体験等を通じた福祉教育の推進
新型コロナウイルス感染症の影響など、経済的な支援を必要とする方に対する生活福祉資金等の貸付
日常生活自立支援事業（高齢や障害等により判断能力に不安のある方を対象とする事業）
災害ボランティアセンターの設置・運営に向けた準備

社協は例えばこんな活動に取り組んでいます。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

令和3年度にご協力いただきました法人会員・施設会員の皆様

民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。
全国・各都道府県・各市町村で組織されており、地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児
童委員、社会福祉法人・福祉施設等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関
の参加・協力のもと、地域の人々が住み慣れたまちで安心して生活するため、様々な活動
を行っています。

瀬戸市社会福祉協議会では、「気づき、よりそい、手をつなぐ  私たちのまち  せと」を基本理念に、誰もが
集える居場所づくり、地域で活躍できる支えあいの人づくり、相談できる・つながる仕組みづくり、支えあいの心を
はぐくむ環境づくりなど、地域住民が安心して暮らせるまちづくりのため、さまざまな活動に取り組んでおります。
瀬戸市の地域福祉の推進のため、地域住民の方々をはじめ、企業・団体の皆様によるご支援をお願いいたします。

勝野窯業原料㈱、㈲古瀬戸陶土製造所、宝生寺、㈲要製作所、みずの坂こどもクリニック、㈱幸楽縁、㈱國富、㈱三立、㈾大橋自動車、
㈱こだま、山甚大学鉱山㈱、㈱クスノキ、藤井鑛業㈱、瀬戸信用金庫、平田工業㈱、㈾土屋製作所、丸五運送㈱、八幡社、
小松珪砂鉱業㈱、㈲丸窯製陶所、㈱一建プロジェクト、光和学園、ITO住宅設計室、エスユーエル㈱、住宅型有料老人ホームスミカ、
セイコー産業㈲、瀬戸北ロータリークラブ、ピーコン･リアルエステイト㈱、㈱マルニ運輸、㈱順風不動産、㈱トリトン、㈲創美、
㈱坂田酒販、増岡窯業原料㈱、上川漁業生産組合、河村電器産業㈱、寶泉寺、カトー建材工業㈱、㈲サカザキ、藤喜運輸㈱、
梅村ハリ治療院、陣屋丸仙窯業原料㈱、岡村管工業㈱、㈱丸ウ製陶所、㈱中外陶園、㈱山長陶苑、㈱青山精工、㈱峰洋、
㈲小山工業建設、㈱カンヨー、㈱タナカポンプﾟ、㈲瀬戸日陶産業、㈱深谷製作所、深川神社、㈱マルイチ、㈲品野衛生社、
㈲瀬戸水野商店、㈱マイティミズタニ、尾張東流通センター㈱、㈱山磯、大澤陶器㈾、㈱加藤商会、青山クリニック、中愛㈱、
㈲トリオ商事、㈱インロック、㈱マリン、㈱暁デザイン事務所、㈱サン太陽（敬称略、順不同）

法人会員

ふたば保育園、ひかり保育園、ぽっぽ保育園、みずの保育園、東保育園、瀬戸北保育園、
萩山保育園、愛厚ホーム瀬戸苑、ふたば作業所、ふたば園、アニモの家、ウィローふたば、
まゆ、中央高齢福祉センター、みどり保育所、樹の里、ケアプラザ瀬戸、麦の里、
たんぽぽ菱野の里、ひかりみつる保育園（順不同、敬称略）

施設会員

会員の
種類

令和3年度の
加入実績会費

施設会員 2,000円以上 20施設

法人会員 3,000円以上 253法人

企業・団体の皆様、福祉のまちづくりに参加しませんか？企業・団体の皆様、福祉のまちづくりに参加しませんか？

社会福祉
協議会

（社協）とは

※スペースの都合上、複数口ご協力いただいた法人会員様の掲載とさせていただきます。
　なお、ホームページには全法人会員様を掲載しております。

お気軽に
お問い合わせください。

（これまでにご協力いただいて
おります企業・団体の皆様には個別
にご案内させていただきます。）

法人会員・施設会員の皆様、ご協力いただき厚く御礼申しあげます。
今後ともご支援賜りますようお願い申し上げます。



令和4年度
事業計画・予算

誰もが集える居場所づくり
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※構成比は小数点以下第3位を四捨五入しているため、必ずしも100％とはなりません。
※事業計画・予算の内容については、社会福祉協議会の事務所で閲覧できますので、お申し出ください。

収入 支出

地域活動支援センター
事業 9,996千円 
2.84%

日常生活自立支援事業
3,272千円 0.93%

福祉奨学金支給事業
4,481千円 1.27%

福祉基金運営事業
1,600千円 0.45%

ボランティアセンター活動事業
2,264千円 0.64%

相談事業
1,376千円 0.39%

資金貸付事業
6,992千円 1.99%

会費収入
9,748千円 2.77%

寄附金収入
1,650千円 0.47%

基金積立資産取崩収入
4,160千円 1.18%
受取利息配当金収入
1,661千円 0.47%

貸付事業収入
400千円 0.11%
その他の収入
146千円 0.04%

介護保険訪問調査事業
36,775千円 
11.18%

積立資産取崩収入
13,113千円 3.72%

瀬戸市福祉保健
センター事業
102,224千円 
29.02%

法人運営事業
84,154千円 23.89%

やすらぎ地域包括
支援センター事業
52,794千円 17.50%

共同募金配分事業
16,830千円 4.78%

助成事業
8,167千円 2.32%

経常経費補助金収入
41,300千円 11.73%

サービス区分間
繰入金収入 
16,696千円 4.74%

サービス区分間
繰入金収入 
16,696千円 4.74%
介護保険事業収入
19,336千円 5.49%

やすらぎ介護
支援事業
12,596千円 
3.58%

介護保険訪問調査事業
36,629千円 
10.40%

瀬戸市福祉保健
センター事業
102,224千円 
29.02%

法人運営事業
84,154千円 23.89%

やすらぎ地域包括
支援センター事業
61,645千円 17.50%

共同募金配分事業
16,830千円 4.78%

経常経費補助金収入
41,300千円 11.73%

介護保険事業収入
19,336千円 5.49%

前期末支払資金残高
9,998千円 2.84%
事業区分間繰入金
収入 10,727千円 
3.05%

事業収入
130千円 0.04%

352,226千円352,226千円

法人運営、団体事務運営事業、生活支援コーディネーター
配置業務、新型コロナウイルス買い物代行等の支援など

障害福祉サービス
等事業収入
9,960千円 2.83%

基本理念である「気づき、よりそい、手をつなぐ 私たちのまち
せと」の実現を目指し、4つの重点施策を踏まえた重点事業に取り組みます。
加えて、ウィズコロナ、アフターコロナを踏まえ、引き続きセーフティネットとし
て機能し、福祉拠点の運営を安定的に担うことに重点をおいて取り組みます。
また、SDGsの共通目標を同軸に捉えて事業活動に取り組みます。

地域の居場所推進事業
～わがまち「よりどころ」プロジェクトの推進～
地区社協のサロン活動への支援、地域団体等
が協働する福祉事業の推奨

基本方針

地域福祉活動計画重点施策

サービス区分ごとの主な取り組み

基本方針

地域福祉活動計画重点施策

サービス区分ごとの主な取り組み

法人全体収入支出予算法人全体収入支出予算

1 地域で活躍できる支えあいの人づくり
ボランティアセンターの機能充実
災害ボランティアセンターの
整備充実
地域支えあい会議の開催

2

相談できる・つながる仕組みづくり
地域包括ケアシステムの深化・推進
生活困窮世帯への支援

3 支えあいの心をはぐくむ環境づくり
地域担当制の実践強化
子どもから大人までの福祉教育の実践

4

法人運営事業
ボランティア活動の支援、福祉実践教室、
災害ボランティアセンターなど

ボランティアセンター活動事業

福祉サービス利用援助、金銭管理、書類預かり
日常生活自立支援事業

地域活動支援センター
地域活動支援センター事業

資金貸付事業
やすらぎ会館の施設管理、身障福祉センター、
老人福祉センター、プレイルーム

瀬戸市福祉保健センター事業

福祉奨学金の支給、福祉奨学金入学準備費の支給
福祉奨学金支給事業

福祉活動、団体育成、歳末たすけあい募金配分事業、
よりどころ助成、広報誌発行など

共同募金配分事業

地区社協への配分

生活福祉資金貸付、小口融資
地域包括支援センター(陶原・長根)(基幹型)、
介護予防ケアプラン作成、
障がい者相談支援センター

やすらぎ
地域包括支援センター事業

瀬戸市共同募金委員会、日赤瀬戸市地区
その他の支援事業

介護保険訪問調査事業
介護保険認定調査

相談事業 心配ごと相談、法律相談

福祉基金運営事業
さんあい福祉基金の配分

やすらぎ介護支援事業
ケアプラン作成

助成事業

●

●

●

●

●

●

●

●

●

詳しくはコチラから

受託金収入
213,201千円 60.53%

受託金収入
213,201千円 60.53%
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 Eメール 社会福祉協議会事務局/info@seto-shakyo.or.jp ボランティアセンター/vc@seto-shakyo.or.jp
瀬戸市社会福祉協議会 〒489-0919  瀬戸市川端町1－31（やすらぎ会館内）☎（0561）84－2011  FAX（0561）85－2275

寄
付

金
等の
ご報告 ※寄付申込受付

順

瀬戸北ロータリークラブ  様
故  鈴木哲雄様のご遺族  様
匿名（1件）
瀬戸市ボランティア連絡協議会  様
瀬戸遊技場防犯組合  様
匿名（1件）

2月

3月

4月

わがまちの「　　　　　　 」を紹介します！！

皆で顔を合わせて話ができる場を作りたい
と長年思っていたところ、今回、社協のより
どころ事業開始により、皆で集まる場を実
施したいという想いが再燃し、実施すること
となりました。皆で集まり、おしゃべりなど
をして楽しんでいます。

社会福祉協議会では、令和元年度から支えあい・助けあえる関係づくりのために地域住
民が集える開放的な居場所「わがまち　　　　　　プロジェクト」をスタートしました。

。すまきいてし介紹を」　　　　　　「、号毎、はでらちこ
社会福祉協議会のホームページ「瀬戸市地域支えあいマップ」に掲載していますのでご覧ください。
社会福祉協議会では「　　　　　　」を各地に増やす取り組みを進めています。

日時：毎月第3金曜日/午前10時～　場所：十軒家住宅集会所　代表者：伊里さん

2011年の東日本大震災以降、助け合う気持ちの
大切さを感じ、美濃池、神川、城ヶ根の3町内の有
志で、2013年に同好会を立ち上げました。毎週土
曜日の朝に、美濃池八王子神社内の旧ゲートボー
ル場とその周辺でグランドゴルフを行っています。
地域の繋がりを大切にし、健康づくりと近隣住民
のコミュニケーションの場として活動しています。
ご興味のある方は、ぜひ一度見に来てください。

日時：毎週土曜日/午前8時15分～10時　場所：美濃池八王子神社グラウンド　代表者：福島さん

ひまわりの会
No.43

MKSグランド
ゴルフ同好会

No.45

やってみ
たい！と

いう

方はぜ
ひご相

談

ください
。

瀬戸市地域
支えあいマップ

瀬戸北ロータリークラブ会長
大橋孝志様より楡けやき太鼓
1台をご寄贈いただきました。
楡けやき太鼓は福祉団体など
への貸出しややすらぎ会館で
のイベントなどで活用させて
いただきます。

合計1,877,845円のご寄付をいただきました。
皆さまの温かいお気持ちに感謝いたします。

◆ 長年にわたり、民生委員をはじめ福祉関係
の要職を務められました故 鈴木哲雄様の
ご遺族様より、多額の寄付を賜りました。
故人様のご遺志を繋げるよう地域福祉の
ために活用させていただきます。
寄付への感謝とともにご冥福を心よりお
祈り申し上げます。

◆
寄付のお礼
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