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かに社協だよりは、地球にやさしい
大豆油のインキで印刷されています。

http://www.kanishishakyo.or.jp
検索かにししゃきょう

（フェイスブック）

　社会福祉協議会は、市民のみなさまと協働し、地域福祉を推進するために活動している民間の社会福祉団体で、市町村に1か所
ずつあります。可児市では「輪をつなぎ みんなで笑顔 つくる可児」をスローガンに掲げ、市内14の地区社会福祉協議会と協力し
て地域福祉活動に取り組んでいます。
　この活動の財源として各世帯に500円、法人は10,000円の会費の協力をお願いしています。ご理解とご協力を賜りますようお
願い申し上げます。

みなさまの会費が地域福祉を支えます

かに社協だより

可児市社協
イメージキャラクター

「こころん」

地区社会福祉協議会の活動紹介
地域福祉懇話会の開催
　14地区で地域福祉懇話会を開
催。
　団塊の世代が75才を迎えると
言 わ れ る2025年 問 題 を 迎 え、
公的制度だけでなく地域で自主
的な取組ができないかを話し合
いました。

下恵土・今渡・川合合同講演会
　毎年、3地区合同で福祉に関
するコンサートや講演会等を開
催しています。
　昨年度は、豊田市で活躍する
劇団笑劇派による介護劇を鑑賞。
一人暮らしの認知症高齢者を地
域の人たちが温かく見守る内容
でした。

●地域福祉を支援します ●福祉協力校（園）の指定、福祉授業の開催

　介護保険など公的なサービスを利用できない方に、車いす
やポータブルトイレなどの、福祉用具を短期間（1か月以内）
貸出します。

●福祉用具を無料で貸出します

預託金によるサービス（死後事務委任等）
　事前に預託金を預かることにより、万が一の際の葬儀や家
財処分などのサービスを実施します。また、契約者に対しては、
定期的な見守りや入退院時等のサービスなども希望に応じて
実施します。

入退院時支援サービス
　入退院時に必要なサービスを実施するとともに、日常的な
見守りをします。

法人後見事業
　成年後見制度における法人後見事業として、判断能力が不
安な方や失った方に代わり金銭管理や契約行為を助けます。

●ず～っとあんき事業
ボランティアセンターの運営
　ボランティアの登録やコーディネート、相談対応、
講座の企画などをします。

災害ボランティア入門講座
　災害復旧活動に訪れた災害ボ
ランティアが円滑に支援活動を
進められるように、可児市災害
ボランティア入門講座を開催し
ました。

傾聴ボランティア講座
　相手の心に寄り添って話を聴
くコミュニケーション手法であ
る傾聴ボランティアの講座を開
催しました。

●ボランティア活動を支援します

　市内各校（園）を福祉協力校と
して指定し、開催する福祉教育
活動に対し助成をしています。
※指定数：保育園・幼稚園16園、小学校

12校、中学校６校、高等学校３校

　「車いす」「ガイドヘルプ」「高齢
者疑似体験」等を行い、福祉授業
への支援をしています。

福祉ドキドキ・わくわく体験
　夏休みに小学生の高学年を対
象に福祉に関する講座を開催し
ています。

平成30年2月28日現在

善意のこころ、次々と
～義援金のご報告～ 

●東日本大震災義援金
受付期間／平成31年3月31日まで

●平成28年熊本地震災害義援金
受付期間／平成31年3月31日まで

●平成29年台風第18号災害義援金
受付期間／平成30年3月30日まで

心配ごと相談
市民のみなさまの日常生活における心配ごとの相談に応じます。
●開催日：第2・第4火曜日（4月より月2回に変更）
●時　間：午後１時～午後４時(受付は３時３０分まで)
●場　所：福祉センター
福祉用具の貸出し（無料）
介護保険など公的なサービスが利用できない方などに対し
て、車イスや入浴用福祉用具などを、短期間（１か月以内）貸
出します。

YYネット（福祉用具のリサイクル）
不要になった福祉用具を「ゆずりた
い人」から「ゆずってほしい人」につ
なぐため、情報の橋渡しをします。
●ゆずりたい（2月28日現在）
•つえ　など
問合せ先：生活サポートセンター
 ☎61-2525

福祉リフトカーの貸出し
車イスで生活されている方や寝たきりの方などを対象に、福
祉リフトカー「やすらぎ号」をお貸しします。
問合せ先：障がい者生活支援センターハーモニー
 ☎62-5231

　みなさまからお寄せいただいた義援金は、日本赤十字社岐阜県支
部を通じ被災地へ送られます。みなさまのご協力ありがとうござい
ました。

KANI SHAKYO KOKORON

金額30,023,966円

金額3,707,131円

金額67,804円

●平成29年7月5日からの大雨災害義援金
受付期間／平成30年9月28日まで金額289,169円

●平成29年台風第21号災害義援金
受付期間／平成30年1月31日終了金額57,897円

　平成30年1月19日から平成30年2月28日までに以下のみなさまか
ら、ご寄付いただきました。心からお礼申し上げます。（順不同、敬称略）

●㈱平成観光 パーラーキング可児店
●東濃信用金庫 可児支店
●広見小学校
●㈲プロックス　カーブス　パティオ可児店・ラスパ御嵩店

物　　　品

●かにフリーマーケットの会
●可児福音教会
●オークマ㈱

●ひろみダンス
●東濃信用金庫 可児支店
●JU岐阜 東濃支部 可児地区

寄　付　金

　「火打石の岩ちゃん」こと岩田邦夫さんは、可児市だけでなく市
外でも活動し、火打石の体験やハーモニカ演奏によるボランティ
ア、詐欺被害防止のための「騙されない小唄」の普及など多岐に渡
るボランティア活動をされています。
　今回岩田さんは、可茂学園で火打石を実演披露し、利用者のみな
さまに火打石を使った火の起こし方の指導をされました。
　体験後、「火打石で上手に火を起こすことが出来て楽しかった」
とみなさま喜ばれている様子でした。また、
火打石を体験された記念に岩田さんより証明
書をいただきました。

こころんCafe
MENU

クッキー各種
100円～ 200円

コーヒー
100円

アイスクリーム　
200円

４月
 11・18・25日（水）
５月
 9・16・23・30日（水）
 午後2時～午後3時
 福祉センター 1階ロビー

ご利用お待ちしています

※都合により、予定が変更になる
場合もあります。

1200年前にタイムスリップ
～火打石で火を起こそう～

　3月4日（日）に、春里地区矢戸公民館にて「矢戸おしゃべりサロ
ン」が開所しました。
　矢戸おしゃべりサロンは、元矢戸自治会長の奥村 修さんを中
心に立ち上げられ、1年間の準備期間を経て、3月より毎月サロ
ンが開催されることとなりました。第1回目は36人の参加者があ
り、ビデオを見ながら楽しく談話して過ごされました。今後も様々
な企画を予定していますので、お近くの方はぜひお立ち寄りくだ
さい！

開催日：毎月第1日曜日
時　間：午前10時00分～
 午前11時30分
場　所：矢戸公民館
参加費：100円

春里地区に「矢戸おしゃべりサロン」が
オープン

開店予定



　平成29年度の社協会費募集にあたり、みなさまからご理解・ご協力をいただき、ありがとうございました。
　みなさまからお寄せいただいた会費は、社会福祉協議会が取り組む地域福祉活動、高齢者や障がい者のための福
祉活動、各地域で実施する福祉活動などに使わせていただきます。 （平成30年２月28日現在）

総額 12,440,150円　●一般会費 11,027,150円  ●法人会費（129件） 1,413,000円

みなさまからの会費が地域福祉を支えています
　赤い羽根共同募金運動の期間中は、みなさまからの温かいご支援をいただき、誠にありがとうございました。

平成29年度赤い羽根共同募金　16,565,022円（平成30年２月８日現在）（順不同・敬称略）

赤い羽根共同募金にご協力ありがとうございました

㈱技研サービス ㈱甲山製作所 西濃急送㈱ ㈱福電事業
㈱キング印刷紙工 亀井建設㈱ 千賀石油㈱ 藤掛病院
㈱陣屋工業 ㈲亀谷電気商会 ㈱大桜産業 ㈱富士ノ井
㈱湯の華 ㈱可茂道路 武市クリニック ㈱フドーテクノ
㈱アイキ ㈲カワイ地所 ㈲田中新聞舗 ㈱豊盛
愛岐商事㈱ (協組)岐阜県可児工業団地管理センター 中央電子光学㈱ 北斗総業㈱
（福）愛児会すみれ楽園 岐阜交通東部㈱ ㈱中特 ㈲本田電気
㈱アルフハウジング ㈲岐阜緑園 ㈱中濃 まごころ弁当美濃太田店
㈱アルミックイマイ （福）協助会春里苑 中部クリーン㈱ ㈲マツダ
市原産業㈱ 久々利生産森林組合 中部日本警備保障㈱ ㈱丸亀工務
今井内科 ㈲国枝塗装 ㈲中部プロパン瓦斯商会 丸重産業㈱
㈱岩城 ㈱栗山組可児営業所 TPR㈱岐阜工場 ㈱丸統建
岩田歯科医院 慶丸商事㈱ テクノタカギ㈱ ㈲マルハ電気設備
㈱ウィズ・ユー KYB㈱岐阜北工場 東海ミネラル㈱ ㈱丸光イトウ
梅村工業㈱ KYBロジスティクス㈱ 東岐運輸㈱ ㈱溝口営繕
㈱エーワンパッケージ ㈱ケーブルテレビ可児 ㈱東濃サービス 御嵩運輸㈲
㈱エムテック ㈱興亜組岐阜事業所 東濃建物管理㈱ 美濃エンジニアリング㈱
オオサキメディカル㈱東海物流センター ㈱後藤孵卵場姫研究所 東和耐火工業㈱ 三宅鉄工㈱
㈲奥田石材店可児営業所 小林工業㈱ トーカイエンジニアリング㈱ ㈱三和木
奥野医院 ㈱小林三之助商店 とまつレディースクリニック めぐみの農業協同組合
㈲奥村自動車工業 佐伯綜合建設㈱ 日進油圧工業㈱ 山二産業㈱春里工場
㈱カケフホールディングス ㈱サカエ屋 (協組)日本ライン花木センター やまもと企画㈱
梶の木内科医院 さくら歯科医院 ㈱濃飛葬祭 ㈲ユニオン・オート・ワークス
（税）加藤会計事務所可児事務所 ㈲佐藤新聞舗 ㈱橋本 横山工業㈱
㈱加藤製作所 ㈱サンシュー 東可児病院 吉田建設㈱
カトー自動車工業㈱ 歯科加藤クリニック ㈱樋口工務店 吉田整備㈱
可児化成工業㈱ 四季の味鈴川 ㈲菱川農場 ㈱ライクスタカギ
可児金融協会 ㈱新興設備 ㈱日比野スポーツ ㈲楽農楽人
㈱可児自動車学校 ㈲新成産業 ひまわりファミリークリニック リビング市原商事㈲
㈲可児設備 信和工業㈱ ㈱ピュアウインド美空の郷 早稲田クリニック
可児電子印刷 ㈲スギヤマ 広見ガス㈱
㈲可児板金工業所 ㈲駿河屋 ㈲ファインフード
㈲可児めん ㈱清香苑 ㈱フィルテック

●法人会費（順不同・敬称略） …2口以上の法人

地　区 会員数（件） 金額（円） 地　区 会員数（件） 金額（円） 地　区 会員数（件） 金額（円）
今　渡 1,383 642,500 春　里 1,639 751,000 広見東 587 287,000
川　合 893 444,500 姫　治 965 477,000 広　見 1,762 881,000
下恵土 1,858 906,300 平　牧 2,933 1,397,000 中恵土 712 296,500
土　田 1,535 737,000 桜ケ丘ハイツ 3,164 1,030,500 兼　山 459 206,000
帷　子 6,911 2,739,350 久々利 471 231,500 合　計 25,272 11,027,150

●一般会費

かわい幼稚園 トキワ幼稚園育友会

桜ケ丘幼稚園

すみれ楽園園児・保護者

大竹正人・織恵 土屋伊都子

大竹満明 渡辺英治・恵理

日下部そよ子 匿名希望（4名）

オークマ㈱オークマグループ労働組合 大王製紙㈱可児工場　

可児市職員互助会

すみれ楽園職員一同

スーパーセンターオークワ可児坂戸店 パレマルシェ西可児店

スーパーセンターオークワ可児御嵩インター店 ヨシヅヤ可児店

西友桜ケ丘店

ボーイスカウト可児第１団

●個人から ●学校から ●職域から

●街頭募金にご協力いただきました ●街頭募金を実施していただきました



　平成29年度の社協会費募集にあたり、みなさまからご理解・ご協力をいただき、ありがとうございました。
　みなさまからお寄せいただいた会費は、社会福祉協議会が取り組む地域福祉活動、高齢者や障がい者のための福
祉活動、各地域で実施する福祉活動などに使わせていただきます。 （平成30年２月28日現在）

総額 12,440,150円　●一般会費 11,027,150円  ●法人会費（129件） 1,413,000円

みなさまからの会費が地域福祉を支えています
　赤い羽根共同募金運動の期間中は、みなさまからの温かいご支援をいただき、誠にありがとうございました。

平成29年度赤い羽根共同募金　16,565,022円（平成30年２月８日現在）（順不同・敬称略）

赤い羽根共同募金にご協力ありがとうございました

今渡食堂 岐阜信用金庫可児支店 関辻屋支店 丸幸モータース
かさ家 ギフトギャラリーすぎもと TJ天気予報１コ可児店 萬楽ラーメン
可児かまど本店 KYB岐阜生活共同組合 東濃信用金庫下恵土支店 美濃の郷
カフェ＆ベーカリー麦の丘 サークルＫ広見店お客様一同 ㈱ネオプライムヒグチ 湯の華アイランド
カフェレスト花泉 社会就労センターけやき可児 パレマルシェ西可児店 ヨシヅヤ可児店
カラオケ喫茶赤とんぼ JAめぐみのファーマーズマーケットとれったひろば ㈱日比野スポーツ リビング市原商事㈲
カラオケ喫茶るもんどくらぶ スーパーセンターオークワ可児坂戸店 ㈲一二三堂
喫茶菜菜 スーパーセンターオークワ可児御嵩インター店 福祉の店くるみ

●協力店から

一般社団法人可児医師会 可児商工会議所 下恵土連絡所 広見東連絡所
今渡連絡所 可児市立図書館 障がい者生活支援センターハーモニー 広見連絡所
帷子連絡所 可児とうのう病院 土田連絡所 ふれあいの里可児
可児市勤労者総合福祉センターＬポート可児 兼山生き生きプラザ 中恵土連絡所 老人福祉センター可児川苑
可児市社会福祉協議会 兼山連絡所 春里連絡所 老人福祉センターやすらぎ館
可児市シルバー人材センター 川合連絡所 ハローワークプラザ可児 老人福祉センター福寿苑
可児市福祉センター 久々利連絡所 姫治連絡所 わくわく体験館
可児市役所 桜ケ丘連絡所 平牧連絡所

●公共施設等の窓口から

いきいき桜のつどい 可児市赤十字奉仕団川合分団 川合公民館まつり 姫治公民館まつり実行委員会
可児市健友連合会 可児市民生児童委員連絡協議会 下恵土自治連合会 平牧地区社会福祉協議会

可児市赤十字奉仕団 可児ライオンズクラブ 羽生ケ丘絆の会

●団体から

今　渡 782,400 帷　子 4,133,400 桜ケ丘ハイツ 991,013 中恵土 429,000
川　合 534,600 春　里 978,000 久々利 269,900 兼　山 265,200
下恵土 1,087,200 姫　治 576,300 広見東 351,000 合　計 13,708,020
土　田 883,400 平　牧 1,403,607 広　見 1,023,000

●市民のみなさまから

…2口以上の法人
㈱技研サービス 可児電子印刷 西濃急送㈱ ㈱富士ノ井
㈱キング印刷紙工 ㈲可児板金工業所 千賀石油㈱ ㈱フドーテクノ
㈲佐々工業所 ㈲可児めん ㈱大桜産業 ㈱文晶堂
㈱陣屋工業 ㈲亀谷電気商会 ㈲田中新聞舗 ㈱豊盛
ながせ印刷 ㈱可茂道路 ㈱中特 北斗総業㈱
㈱アイキ ㈲カワイ地所 ㈱中濃 まごころ弁当美濃太田店
（福）愛児会すみれ楽園 岐阜交通東部㈱ 中部クリーン㈱ ㈲マツダ
㈱青山製作所可児工場 久々利生産森林組合 ㈲中部プロパン瓦斯商会 ㈱丸亀工務
㈲芦苅商店 ㈲国枝塗装 TPR㈱岐阜工場 ㈱丸統建
㈱アルミックイマイ ㈱栗山組可児営業所 東海ミネラル㈱ ㈲マルハ電気設備
市原産業㈱ KYB㈱岐阜北工場 東岐運輸㈱ ㈱丸光イトウ
㈱岩城 KYBロジスティクス㈱ 東濃建物管理㈱ ㈱溝口営繕
岩田歯科医院 ㈱ケーブルテレビ可児 東和耐火工業㈱ 御嵩運輸㈲
㈱ウィズ・ユー ㈱興亜組岐阜事業所 トーカイエンジニアリング㈱ 御嵩クレーン㈱
梅村工業㈱ ㈲宏栄電工 土田ゴルフ練習場 三宅鉄工㈱
㈱エーワンパッケージ ㈱後藤孵卵場姫研究所 とまつレディースクリニック ㈱三和木
㈱エムテック 小林工業㈱ 日進油圧工業㈱ ㈱メイセイ
オオサキメディカル㈱東海物流センター ㈱小林三之助商店 (協組)日本ライン花木センター ㈱山岡興業
㈲奥田石材店可児営業所 佐伯綜合建設㈱ ㈱ハウジングイースト 山ニ産業㈱春里工場
㈲オクムラ ㈱サカエ屋 ㈱橋本 やまもと企画㈱
㈲奥村自動車工業 ㈲佐藤新聞舗 ㈲服部商事 ㈱ユニオン・オート・ワークス
㈱カケフホールディングス ㈱サンシュー ㈱林事務所 横山工業㈱
（税）加藤会計事務所可児事務所 歯科加藤クリニック ㈱樋口工務店 吉田建設㈱
㈱加藤製作所 四季の味鈴川 ㈲菱川農場 吉田整備㈱
㈲可児エスコ ㈱新興設備 ㈱ピュアウインド美空の郷 ㈲楽農楽人
可児化成工業㈱ ㈲新成産業 広見ガス㈱ リビング市原商事㈲
可児金融協会 信和工業㈱ ㈲ファインフード 早稲田クリニック
㈱可児自動車学校 ㈱清香苑 ㈱フィルテック

●法人から



●発　 行　社会福祉法人  可児市社会福祉協議会
●住　 所　可児市今渡682番地1（可児市福祉センター内）
●電　 話　0574-62-1555
●ファクス　0574-62-5342
●Ｅメール　kanishisyakyo@crux.ocn.ne.jp

社協だより「音訳版」を希望される人は、ご連絡ください。

ホームページ

かに社協だよりは、地球にやさしい
大豆油のインキで印刷されています。

http://www.kanishishakyo.or.jp
検索かにししゃきょう

（フェイスブック）

　社会福祉協議会は、市民のみなさまと協働し、地域福祉を推進するために活動している民間の社会福祉団体で、市町村に1か所
ずつあります。可児市では「輪をつなぎ みんなで笑顔 つくる可児」をスローガンに掲げ、市内14の地区社会福祉協議会と協力し
て地域福祉活動に取り組んでいます。
　この活動の財源として各世帯に500円、法人は10,000円の会費の協力をお願いしています。ご理解とご協力を賜りますようお
願い申し上げます。

みなさまの会費が地域福祉を支えます

かに社協だより

可児市社協
イメージキャラクター

「こころん」

地区社会福祉協議会の活動紹介
地域福祉懇話会の開催
　14地区で地域福祉懇話会を開
催。
　団塊の世代が75才を迎えると
言 わ れ る2025年 問 題 を 迎 え、
公的制度だけでなく地域で自主
的な取組ができないかを話し合
いました。

下恵土・今渡・川合合同講演会
　毎年、3地区合同で福祉に関
するコンサートや講演会等を開
催しています。
　昨年度は、豊田市で活躍する
劇団笑劇派による介護劇を鑑賞。
一人暮らしの認知症高齢者を地
域の人たちが温かく見守る内容
でした。

●地域福祉を支援します ●福祉協力校（園）の指定、福祉授業の開催

　介護保険など公的なサービスを利用できない方に、車いす
やポータブルトイレなどの、福祉用具を短期間（1か月以内）
貸出します。

●福祉用具を無料で貸出します

預託金によるサービス（死後事務委任等）
　事前に預託金を預かることにより、万が一の際の葬儀や家
財処分などのサービスを実施します。また、契約者に対しては、
定期的な見守りや入退院時等のサービスなども希望に応じて
実施します。

入退院時支援サービス
　入退院時に必要なサービスを実施するとともに、日常的な
見守りをします。

法人後見事業
　成年後見制度における法人後見事業として、判断能力が不
安な方や失った方に代わり金銭管理や契約行為を助けます。

●ず～っとあんき事業
ボランティアセンターの運営
　ボランティアの登録やコーディネート、相談対応、
講座の企画などをします。

災害ボランティア入門講座
　災害復旧活動に訪れた災害ボ
ランティアが円滑に支援活動を
進められるように、可児市災害
ボランティア入門講座を開催し
ました。

傾聴ボランティア講座
　相手の心に寄り添って話を聴
くコミュニケーション手法であ
る傾聴ボランティアの講座を開
催しました。

●ボランティア活動を支援します

　市内各校（園）を福祉協力校と
して指定し、開催する福祉教育
活動に対し助成をしています。
※指定数：保育園・幼稚園16園、小学校

12校、中学校６校、高等学校３校

　「車いす」「ガイドヘルプ」「高齢
者疑似体験」等を行い、福祉授業
への支援をしています。

福祉ドキドキ・わくわく体験
　夏休みに小学生の高学年を対
象に福祉に関する講座を開催し
ています。

平成30年2月28日現在

善意のこころ、次々と
～義援金のご報告～ 

●東日本大震災義援金
受付期間／平成31年3月31日まで

●平成28年熊本地震災害義援金
受付期間／平成31年3月31日まで

●平成29年台風第18号災害義援金
受付期間／平成30年3月30日まで

心配ごと相談
市民のみなさまの日常生活における心配ごとの相談に応じます。
●開催日：第2・第4火曜日（4月より月2回に変更）
●時　間：午後１時～午後４時(受付は３時３０分まで)
●場　所：福祉センター
福祉用具の貸出し（無料）
介護保険など公的なサービスが利用できない方などに対し
て、車イスや入浴用福祉用具などを、短期間（１か月以内）貸
出します。

YYネット（福祉用具のリサイクル）
不要になった福祉用具を「ゆずりた
い人」から「ゆずってほしい人」につ
なぐため、情報の橋渡しをします。
●ゆずりたい（2月28日現在）
•つえ　など
問合せ先：生活サポートセンター
 ☎61-2525

福祉リフトカーの貸出し
車イスで生活されている方や寝たきりの方などを対象に、福
祉リフトカー「やすらぎ号」をお貸しします。
問合せ先：障がい者生活支援センターハーモニー
 ☎62-5231

　みなさまからお寄せいただいた義援金は、日本赤十字社岐阜県支
部を通じ被災地へ送られます。みなさまのご協力ありがとうござい
ました。

KANI SHAKYO KOKORON

金額30,023,966円

金額3,707,131円

金額67,804円

●平成29年7月5日からの大雨災害義援金
受付期間／平成30年9月28日まで金額289,169円

●平成29年台風第21号災害義援金
受付期間／平成30年1月31日終了金額57,897円

　平成30年1月19日から平成30年2月28日までに以下のみなさまか
ら、ご寄付いただきました。心からお礼申し上げます。（順不同、敬称略）

●㈱平成観光 パーラーキング可児店
●東濃信用金庫 可児支店
●広見小学校
●㈲プロックス　カーブス　パティオ可児店・ラスパ御嵩店

物　　　品

●かにフリーマーケットの会
●可児福音教会
●オークマ㈱

●ひろみダンス
●東濃信用金庫 可児支店
●JU岐阜 東濃支部 可児地区

寄　付　金

　「火打石の岩ちゃん」こと岩田邦夫さんは、可児市だけでなく市
外でも活動し、火打石の体験やハーモニカ演奏によるボランティ
ア、詐欺被害防止のための「騙されない小唄」の普及など多岐に渡
るボランティア活動をされています。
　今回岩田さんは、可茂学園で火打石を実演披露し、利用者のみな
さまに火打石を使った火の起こし方の指導をされました。
　体験後、「火打石で上手に火を起こすことが出来て楽しかった」
とみなさま喜ばれている様子でした。また、
火打石を体験された記念に岩田さんより証明
書をいただきました。

こころんCafe
MENU

クッキー各種
100円～ 200円

コーヒー
100円

アイスクリーム　
200円

４月
 11・18・25日（水）
５月
 9・16・23・30日（水）
 午後2時～午後3時
 福祉センター 1階ロビー

ご利用お待ちしています

※都合により、予定が変更になる
場合もあります。

1200年前にタイムスリップ
～火打石で火を起こそう～

　3月4日（日）に、春里地区矢戸公民館にて「矢戸おしゃべりサロ
ン」が開所しました。
　矢戸おしゃべりサロンは、元矢戸自治会長の奥村 修さんを中
心に立ち上げられ、1年間の準備期間を経て、3月より毎月サロ
ンが開催されることとなりました。第1回目は36人の参加者があ
り、ビデオを見ながら楽しく談話して過ごされました。今後も様々
な企画を予定していますので、お近くの方はぜひお立ち寄りくだ
さい！

開催日：毎月第1日曜日
時　間：午前10時00分～
 午前11時30分
場　所：矢戸公民館
参加費：100円

春里地区に「矢戸おしゃべりサロン」が
オープン

開店予定


