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社会福祉法人さくら市社会福祉協議会
本部
●さくら市喜連川904番地（さくら市喜連川社会福祉センター内）
　煙TEL 028‐686‐2670　煙FAX 028‐686‐2423　煙E-mail : honbu@sakura-shakyo.or.jp
氏家支部
●さくら市櫻野1329番地（さくら市氏家福祉センター内）
　煙TEL 028‐682‐2217　煙FAX 028‐682‐9888　煙E-mail : shibu@sakura-shakyo.or.jp

「　　だんの　　らしの　　あわせ」を考える!の　のんのんだだだんのんだ「　 らしの　 あわせ」を考えるわせ」を考える!らしの　 あわせ」を考える!「　　だんの　　らしの　　あわせ」を考える!ふふ　　ふふ くくくく しししし
「ふくし」とはふだんのくらしのしあわせ。
　本会では、市内各学校にて出前講座・体験授業を行っています。「ふだんのくらしのしあわせ」を共
に考え、みんながしあわせに暮らしていくためにできることはなにか、ちょっとした助け合いや支えあ
いが「ふくし」につながっていくという思いを、未来の地域を支えていく子どもたちに伝えていきたい
と思います!!
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新年のごあいさつ

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は各地で、異例の暑さや、地震、台風、豪雨による災害が発生した一年でした。
　時の流れは早いもので、社会福祉協議会会長に就任し　年目の新春を迎える運びとな7
りました。市民の皆様方には日頃より社会福祉事業にご協力をいただき、深く感謝申し
上げます。
　私はこれまで、福祉の重要性を訴えながら、少子高齢社会に見合った「子育て、高齢
者、障がい者」支援のための事業に取り組んでまいりました。福祉の仕事はみんなの幸せを願う気持ちで取
り組むものです。昨年も子育て支援においてげんきっこ祭、高齢者支援では会長杯によるゲートボール、ペ
タンク、グラウンドゴルフ、輪投げの　種目の大会を開催し、各大会とも200名あまりの方々に参加いただ4
き、生涯現役そのもの、素晴らしい活躍ぶりが目に留まった一年でした。
　さらに地域福祉市民活動計画に基づき、高齢者の居場所づくりとし、今年度から始まった涙活サロンをは
じめ、懐かしのレコードサロン、そして各地区でご近所ふれあいサロンが開かれ、大変盛況でありました。
　また、来年度より市から生活困窮者自立支援事業を受託することとなり、新たに相談窓口を設けることに
なります。
　まだまだ、福祉に係る重要課題は山積みではありますが、市民の幸せを願う福祉事業に取り組んでまいり
ますので、今後ともご協力いただきますようお願い申し上げるとともに、新年のあいさつといたします。

田　中　耕　一さくら市社会福祉協議会会長

平成30年度さくら市社会福祉協議会会員募集に
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平成30年度さくら市社会福祉協議会会員募集に
ご協力いただきありがとうございました

　平成30年度さくら市社会福祉協議会会員募集につきましては、行政区長をはじめ地域役員の方々のご尽力
のもと、多くの市内の皆さまや事業所様のご理解とご賛同をいただき、大きな成果を得ることができました。
誠にありがとうございました。
　皆さまからお寄せいただいた会費は、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指す本会の地域福祉
の各事業を支える貴重な財源として役立たせていただいております。
　なお、平成30年度の会員募集結果については次のとおりです。

〔地区別会員募集結果〕 平成30年11月20日現在（単位：円）
会費額
（円）

世帯
（計）

特別
1,000円以上

特別
1,000円

普通
600円行 政 区

249,000415415上阿久津
174,420291291川 岸
57,0009595下 新 田
31,2005252采 女
64,200107107古 町
66,000110110伝 馬 町
45,0007575本 町
31,2005252仲 町
31,2005252石 町
42,0007070上 町
90,000150150横 町
90,000150150新 町
30,6005151栄 町
100,000167167卯 の 里
68,400114114草川第1
25,800203413草川第2
84,000140140大 中
42,0007070向 河 原
63,600106106富 野 岡

会費額
（円）

世帯
（計）

特別
1,000円以上

特別
1,000円

普通
600円行 政 区

30,0005050氏家新田
93,000155155櫻 野 一
20,4003434櫻 野 二
109,200182182櫻 野 中
47,60078276櫻 野 東
49,8008383櫻 野 五
30,6005151櫻 野 六
150,000250250大 野 東
309,000515515大 野 西
98,400164164馬 場 一
76,800128128馬 場 三
59,4009999馬 場 四
210,000350350馬 場 五
180,000300300馬 場 六
55,00091190氏 家 北
141,000235235北 草 川
97,200162162押 上 一
35,4005959押 上 上
60,000100100長 久 保

会費額
（円）

世帯
（計）

特別
1,000円以上

特別
1,000円

普通
600円行 政 区

127,200212212蒲 須 坂
27,6004646松 島
53,4008989箱 森
34,2005757上 松 山
55,8009393狭 間 田
31,8005353狹間田中央
30,0005050元 組
16,8002828八 方 口
18,0003030根 本
28,60047146谷 中
36,6006161上 組
45,0007575松 山
13,2002222本 田
60,000100100上 野
90,600151151柿 木 澤
16,2002727鍛冶ヶ澤
250,000417417勝 山 町
49,8008383川 原 町

000豊 原

金　　　額会　員　数内　　　訳総　　　額
5,478,220円9,127世帯普 通 会 員

6,473,820円 776,000円203社　賛 助 会 員
219,600円185名　特 別 会 員

さくら市社協だよりさくら市社協だよりさくら市社協だより
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匿　　名

匿　　名

田中　耕一
仲根　信行

上野　勝一
土谷　昭雄
大越　順子
鈴木　稔夫
瀧澤　照子

深尾　　淳
蓮見　　徹
酒井　正雄
遊座　広美
相吉澤愛忠
江部　尚史
瀧澤　　優
匿名　2名
 
大谷　一彦
高橋　　秀
田村　トシ

玉野　竜士
海老原忠夫
五十嵐　肇
蕪木　　裕
小森谷テル子
中山　昭三
齋藤　恭哉
野沢　浩尉
赤羽　邦夫
野沢　弘一
菅野　正雄
神　　直吉
高瀬　秀之

池田　洋子
池田　和正
佐野　庄作
田中　文子
楠　　利明
髙城美恵子
櫻井　晃一
添田　　一
江連　　疆
清水　明男
加藤　誠一
薄井　喜一
下村　陽子

横山　弘子
福田　一智
中津原なおみ
髙齋　定男
阿波　悦子
野口　誠二
笠井　勇一
田村　好子
関根　文子
黒澤　道子
岡田　友子
堀江　孝子
鈴木美智子

吉澤　裕子
石原三重子
砂岡ゆう子
大橋　克世
小堀佐智子
坂本　　久
小林　行雄
渡辺　久子
菱沼　　孝
深尾　　淳
伊藤　孝一
小林　禎子
田崎　幸子

大山　　操
小川　和子
村上　光一
七久保易子
戸村　一夫
人見　喜子
石井　典子
津浦　孝夫
廣瀬　惠治
村松　貞住
川崎　保成
竹内　浩之
高根　方史

渡辺　孝
橋本　啓二
吉澤　和芳
上松山小学校
竹田　有希
小池　　愛
水田　明子

匿名　60名
（順不同・敬称略）

特 別 会 員 153名の方々が特別会員にご協力下さいました。
ご芳名をご報告するとともに、お礼にかえさせていただきます。

30,000円 1名

10,000円 1名

5,000円 2名

3,000円 5名

2,000円 9名

1,000円 135名

10,000円  淳  23社 
㈲赤札堂印刷所
アサヒグループ食品㈱
㈱荒牧組
㈲磯ヶ谷養鶏園
インテリアオータニ
（医）恵生会　黒須病院
㈲大村商店
㈲きむら動物病院
光明寺
（医）小林医院
㈱五大オーエー【和歌山県】
西導寺
佐藤建設工業㈱
松岩寺
（医）誠之会　氏家病院
（医）誠之会　ケア・ステージ氏家
薬王寺
㈲吉成工具研磨
龍光寺
レコス㈱
匿名　3社
5,000円  淳淳 18社 
㈱猪瀬
岡村建設㈱
㈱小野製作所
㈲協立電気
㈱斎藤工業
（医）佐藤クリニック
㈱タートル
㈲滝口スポーツ
㈲竹橋食品
栃木日東工器㈱
（医）仲嶋医院
㈲中野自動車整備工場
（医）はやさか眼科
民宿　ゆもと

㈲村上自動車商会
㈱谷田建設
匿名　2社
3,000円  淳  152社 
㈲青木組
㈱石川電工
㈲青柳新聞店
旭精工㈱栃木工場
㈲青木商会【那須烏山市】
池田産業㈲
㈲石田自動車
（医）一樹会　半田クリ
ニック
㈲今寿屋商店
㈲石山自動車
㈲礒商会
㈲磯造園
㈲氏家化成工業
氏家商工会
（公社）氏家法人会
氏家漁業生産組合
うさぎや㈱
㈱エイシン
㈱エイシン　建設
オーギデンキ
おおてベーカリー
岡医院
小野崎燃料設備㈲
㈲小野産業
㈲おまけや木工所
㈱大塩精工
大日向カントリー倶楽部
㈲大森養鶏園
㈱折原製作所　栃木工場
㈱粕谷
㈲柄木田製作所
鳥山信用金庫　氏家支店

㈱関東特殊
かんぽの宿　栃木喜連川温泉
喜連川カントリー倶楽部
㈲喜連川建機
㈱喜連川建設
㈲喜連川サービス
㈲喜連川商会
㈲喜連川葬祭
㈲喜連川プレスサービス
共和圧接工業㈱
㈱グリーンライフ
（社福）恵友会　桜花
㈲見目計算実務学校
広域産業㈱
㈱興栄開発
㈲五味田農機具店
㈲小林電機商会
㈱さくら那須モータースクール
桜ふれあいの郷
㈲佐藤農機商会
㈲サーマル産業
㈱斎藤重機工業
笹沼建設㈱
㈱サンテック
（社福）慈愛会 特別養護老人ホーム エリム
塩野谷農業協同組合
（一社）塩谷郡市医師会
㈲清水荘工務店
㈲ジョイフルツアー
㈱伸興建設
新生興産㈱
㈲シンエイ観光バス
シンテックス㈱
すし貞
㈱鈴木瓦工業
㈲スタジオ・さん・いち・ごー
㈲鈴木造園土木

㈱聖菱運輸
㈲添田設備工業
（医）帯経会　さくら産院
㈱ダイサン
大日本パックス㈱
㈲タカアキ建装
㈲高木精機製作所
㈲髙城ルーフ
㈱高野商運
㈲田代油店
㈲宅原衛生社　喜連川営業所
たかはら森林組合【矢板市】
㈲綱川建設
㈲手塚産業
㈱テンソー
㈲登竜
㈱栃木銀行氏家支店
特別養護老人ホームにこんきつれ荘
特定非営利活動法人　にんべん
東亜警備保障㈱【宇都宮市】
㈲永井製作所
㈲中村商会
㈲中山製麺
（医）西海歯科医院
（医）西内科医院
日本生命さくら営業部
㈲西河原製作所
ニッカウヰスキー㈱栃木工場
日金精整テクニックス㈱栃木工場
㈲野沢設備工業
㈱羽田観光
（医）早坂眼科医院
㈱ハーツリーレストランシステム
㈱ビックワンホールディングス
ピーシー化成㈱
フニュウ総業㈱
㈱フニュウフーズ

㈲船山畜産
㈲フロンティアジャパン
㈱フォワード【矢板市】
ヘアースペースU
㈲北條工業
㈲北斗富士興産
㈲ホテル清水荘
（社福）蓬愛会　城下庵
㈲誠タクシー
㈲増渕塗装店
マツイ事務器㈱
㈲マルサ商店
㈲益子呉服店
㈲三森商店
㈱雅商事
㈱実取商事
㈱宮川電設
明星漁業生産組合
八千代工業㈱栃木研究所
㈲ヤベキン
ヤマザキショップ氏家中学校前店
㈲山田自動車商会
ヤマギシズム生活 那須実顕地農事組合法人
特定非営利活動法人　やまと会
㈱大和義肢製作所
㈱ユタカ技研栃木開発センター
ユニオン化学㈱
㈲ヨシダ商事
㈲横田電機
㈲リカー＆フーズささぬま
菱藤工業㈱
㈱ロココ企画装飾【宇都宮市】
㈲和興自動車整備工場
匿名　13社

賛助会員 193社の方々が特別会員にご協力下さいました。
ご芳名をご報告するとともに、お礼にかえさせていただきます。

会費額
（円）

世帯
（計）

特別
1,000円以上

特別
1,000円

普通
600円行 政 区

105,000175175葛 城
195,8003235318喜連川南
111,6001827175喜連川中央
109,800183183喜連川北
39,0006565松田・西河原
90,000150150鷲 宿
24,0004040小 入

会費額
（円）

世帯
（計）

特別
1,000円以上

特別
1,000円

普通
600円行 政 区

40,00066165早 乙 女
28,20045342上 河 戸
48,6008181下河戸北
50,00081180下河戸南
30,6005151南 和 田
58,2009797金 枝
86,400144144鹿 子 畑

会費額
（円）

世帯
（計）

特別
1,000円以上

特別
1,000円

普通
600円行 政 区

80,0001311130穂 積
73,8001196113フィオーレ
72,000120120梨 木
57,0009595桜 ケ 丘

5,523,2209,1625309,127計

さくら市社協だより
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～3．11を学びに変える～
福祉フェスタinさくらを開催!

絆事業～被災地支援～

　　月　日（日）、喜連川公民館にて第　回目とな9 2 4
る福祉フェスタinさくらを開催しました。講師は
東日本大震災当時、宮城県女川町にて中学校教諭
をされていた佐藤敏郎氏。「　.11を学びに変え3
る」をテーマに、震災後、生徒たちの心のケアの
ため、どう向き合い、関わってきたかを語ってく
ださいました。
　そして全校児童108名中74名、教員10名が犠
牲となった石巻市立大川小学校の悲劇。佐藤さ
んの娘さんも津波の犠牲になった一人です。そ
のことについても触れていただき、震災で失った
もの、犠牲になった方々、そこから得た想い、教
訓をこれからに活かしていくこと、何より自分の
町を好きになることが防災につながる、というこ
とを学ばせていただきました。

　本会では、東日本大震災を風化させず後世に伝
えるとともに、命の大切さを再確認するため、そ
して買い物支援などによる復興支援につなげる
ために絆事業にて被災地を訪問しています。今
年度も、宮城県名取市閖上地区、女川町、東松島
市などといった被災地を訪れ、被害の爪痕、そし
て復興していく町を見てまいりました。被災さ
れた方々の話をお聞きし、まだ7年と思いつつ、
改めて何気ない日常の生活がいかに大切か、被災
地を訪れるたびに感じさせられます。

　11月22日（木）、喜連川小学校にて、　回目とな8
る減災運動会が開催されました。減災とは、災害が
起きた場合、その被害をできるだけ減らすための取
り組みのことを言います。
　今年度も本会と協定を結んでいる宮城県仙台市
にある東北福祉大学の協力のもと、　 年生児童886
名が参加、“楽しく学ぶ”をテーマに減災のための取
り組みを学びました!喜連川小区域のいきいきクラブ
会員、民生委員の方 も々参加。また、さくら清修高校
の生徒もボランティアとして活躍してくれました。
　さんあい体操から始まり、減災〇×クイズ、自分
たちで必要な防災グッズを準備する災害時借り物
競争、車いす避難リレーの　種目を地域の方 と々一4
緒に行いました。種目の間にはサイガーイという敵
を倒すため、防災レンジャーも登場!!子どもたちの
声援のもと敵を倒し、無事に平和が守られました。
子どもたちもたくさん笑い、楽しみながら減災につ
いて学ぶことができたのではないでしょうか。
　今後も、減災や防災に対する取り組みを子ども
たちに伝えていく活動を続けていきたいと思います。

“楽しく学ぶ”!減災運動会開催!

第13回さくら市福祉まつり
を開催しました
　10月20日（土）、氏家体育館を会場に第13回さ
くら市福祉まつりを開催しました。当日は晴天
に恵まれ、さくら市内の福祉施設・団体による施
設紹介や相談コーナー、福祉体験や模擬店のほか、
市内幼稚園・保育園園児、小中学校生による作品
展示を行い、多くの来場者で賑いました。又、氏
家中学校・さくら清修高校の学生ボランティアに
も協力していただき、盛大で賑やかに開催するこ
とができました。
　来場された皆さんにとって福祉を身近に感じ、
興味を持ってもらう良いきっかけとなることが
できたのではないでしょうか。

さくら市社協だよりさくら市社協だよりさくら市社協だより
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〜やさしさの輪をひろげよう〜福祉教育
●上松山小学校
　12月　日、上松山小学校で福祉体験を行いました。　 時間目は高齢者疑似体験！体験キットを使用し、腰を3 1
曲げて、膝や肘を固定した状態で歩いてみました。　 時間目に、高齢者の体験をしてどう感じたか、高齢者の3
ために何ができるか、それぞれ考え、グループで発表してもらいました。「困っていたら手を貸す」、「大変なこ
とを手伝う」といった意見や「笑顔にしてあげる」といった素敵な意見がたくさん出ていました！
　　時間目は、アイマスク・白杖を使用した歩行体験と車いすの体験を行いました。目の見えない状態で歩く4
ということ、車いすに乗って移動することが普段の生活とどう違うのか、それぞれ体験し、気づいたこと、感
じたことを考えてもらいました。
　体験を通して、困っていることに対して自分たちに何ができるのか考え、ちょっとしたことでも行動にする
ことで、やさしさの輪が広がっていくことを願っています！
●南小学校　10月15日　盲導犬ふれあい講座
　　年生児童を対象に東日本盲導犬協会の方に協力いただき、盲導犬についての講座を実施。盲導犬の一生、4
盲導犬ユーザーの生活について学び、実際にアイマスクをした状態で盲導犬ユーザー体験!!初めての体験に子
どもたちもドキドキしながらうれしそうな様子。盲導犬について初めて学んだこともたくさんあり、町で盲導
犬とユーザーの方が困っているのを見かけたらどうすればよいか、当事者の気持ちになって考える時間になり
ました。
●12月　日　防災教育講座1
　土曜授業にて、同じく　年生児童を対象4
に実施しました。まずは「防災」ってなん
だろう、、、ということからスタート！避難
所で生活することになった場合、高齢者や
障がいのある方が避難所で生活するうえで
「困っていること」に対して自分たちに何
ができるのか、ということをそれぞれ考え
てもらいました。しっかり学習した後はア
ルファ米にお水を入れて60分！できたご
飯で非常食の試食をしました。「初めて食べ
た！おいしい！」と子どもたちに好評でした。
　自分で自分の命を守るための「自助」、身
近な人と助け合い、支えあう「共助」につ
いて、一人ひとり、一生懸命考え学んでい
る様子が見られました。

ボーイスカウト団員が街頭募
金を行いました!
　　月　日、日本ボーイスカウト栃木県連盟塩谷　9 9 8
団がさくら市のベイシアにて街頭募金を実施、
62,143円の募金が集まりました。集めた募金は「平
成30年北海道胆振東部地震災害義援金」として社協
に届けてくださり、県共同募金会を通じて送金いた
しました。ボーイスカウトの今後ますますのご活躍
を応援しております！

明日笑うために、今日泣こう、、、。
涙活サロン、始まりました!!!
　新たな事業として、　 月から氏家福祉センターに9
てボランティアグループ「 涙  涙 さくら」運営による

るい るい

涙活サロンが始まりました！『 涙  活 』とは、意識的
るい かつ

に泣くことでストレス解消を図る活動。第　回目は1
思わず涙がこぼれてしまう、そんな内容をたくさん詰
めた映像を視聴。たくさんの人が来てくださり、順調な
スタートを切ることができました♪
　みなさん、最後に思いっきり泣いたのはいつです
か？？涙活サロンで涙を流して心をすっきりさせてくだ
さい！毎月第　火曜日、午前10時から氏家福祉セン2
ターにて開催中です。ぜひ、足を運んでくださいね！

さくら市社協だより
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 ペットボトルキャップ  円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 
㈱勝電機（高根沢）　秋元和男　阿久津義則　朝日生命ウィズ 高瀬ミヨ　飯村休吾　石塚京子　磯ヶ谷養鶏園　稲見和夫
上野行政区 なごみ会　臼井恵津子　碓氷和也　薄井妙子　薄井孝司　氏家小学校　宇田陽一　梅田ミヨ　えだ幸子
エリエールプロダクト　大久保なをみ　大島早智子　大島ハマ子　大槻新聞店　オートキャンプ場太陽の丘　大日向カントリー倶楽部
小野良子　お姫様　カーブス桜野　柿木澤行政区　家族フェスタ　加藤君子　加藤美雪　金田文子　蒲須坂明友会
カミオカオートサービス　川越早百合　菅家宇代　喜連川カントリー倶楽部　喜連川児童センター　喜連川小学校　喜連川消防署
喜連川陶芸クラブ　喜連川ファミリーキャンプ場　粂川スミエ　黒須病院　黒宮ヤヨイ　見目春江　見目マス子　小池タミ
国立きぬ川学院　小嶋真智子　小林昌子　小林靖男　五味田キミ　紺支部氏家　斉藤幸子　坂口登茂美　佐川規子　さくら産院　
さくら清修高校　桜ふれあいの郷　佐藤和子　佐藤友二　猿渡恭子（藤沢）　塩田政子　塩谷町給食センター　篠田和男　白井新
白石りんご園　菅原美紀　須藤民子　関セツ子　セブンイレブンさくら氏家店　セブンイレブンさくら馬場店　添田設備工業　高斎定男
高瀬秀雄　高田富子　高根沢原種農場　滝清　滝口スポーツ　瀧澤音色　田口春江　田村せい子　田村康子　土谷里子　寺山ヨシ
栃木スバル自動車（株）さくら店　富川みのり　豊岡稔　仲澤ミチ　菜っ葉館　熟田小学校　野澤幸子　野尻好子　芳賀澄子
萩村照子　馬場内愛子　人見亮子　深尾淳　福寿会　福田恵美子　福田利幸　ふるさとホームさくら　フレ・あい　北条正子
堀江文　増渕イク　三菱ふそう労働組合本社支部　みつわ工房　村上恵美子　村上整司　村上知　村上万里　矢板市立乙畑小学校
矢板市立矢板小学校　八木澤紀子　矢沢油店　山口圭子　山口桜奈　山口政明　横山弘子　吉岡孝行　吉澤誠二　吉沢テイ
渡辺久仁子　ASA矢板　K．I　匿名
 プルタブ 
大槻新聞店　お姫様　加藤美雪　菅家宇代　喜連川ファミリーキャンプ場　粂川スミエ　黒尾自動車　見目春江　小嶋操
酒主由恵　佐藤友二　塩田政子　関セツ子　高田富子　田村康子　寺山ヨシ　福田利幸　フレ・あい　
日本ボーイスカウト栃木県連盟塩谷8団　野澤幸子　増渕イク　増渕トミ　矢沢油店　渡辺久仁子　匿名

 古切手 
飯村休吾　石塚京子　井上由江　小川キヌエ　カミオカオートサービス　粂川スミエ　猿渡恭子（藤沢）　野澤幸子　福田利幸　
フレ・あい　吉沢テイ　山口まき子　匿名

 ベルマーク 　
飯村休吾　石塚京子　井上由江　粂川スミエ　田村康子　野澤幸子　福田利幸　山口圭子　渡辺久仁子　匿名

 未使用歯ブラシ 　匿名
 アルミ缶 　磯ヶ谷養鶏園　薄井孝司　岡田敏子　岡田皓　加藤美雪　カルガモ代行　粂川スミエ　黒尾自動車　佐川規子

ちょっとボラにご協力いただきありがとうございます。
平成30年11月末日までを掲載させていただきます。（敬称略）

職員を募集します 第10回　福祉講演会
学童保育指導員
（上松山小学童・熟田小・押上小学童指導員）
募集人員　15名程度
応募資格　18歳から65歳までで健康で明る

く児童健全育成に情熱と意欲のあ
る方

勤務時間　下校時～午後　時30分まで。但し、6
土曜日、及び学校休業中は、午前　7
時30分～午後　時30分（うち　時6 8
間以内の交代勤務）

勤務場所　上松山小学童保育・熟田小学童保
　　　　　育・押上小学童保育
賃　　金　有資格の方　時給1,100円
　　　　　無資格の方　時給1,000円
任用期間　平成31年　月　日から4 1
　　　　　平成32年　月31日まで3
申込方法・期限
本会にある履歴書に必要事項を記入し、　 月2
　日（金）までに本会へ提出してください。な1
お、資格証明書の写しも添付してください。
そ の 他　採用試験は　月中旬予定。2
　　　　　（詳細は後日郵送します）
問い合わせ先
氏家支部　緯682－2217

誰もが「安心して」暮らすためには??
「支え合い」ってどうするの??
これからの地域をよりよくするために
いま自分にできることを一緒に考えてみませんか?
平成31年1月27日（日）
午後　時30分～（午後　時開場）1 1
喜連川公民館ホール  手話通訳有
演題『地域づくり　～地域住民一人一人 
　　　がいまできること～』
講師　 石  井 　 大  一  朗 氏

いし い だい いち ろう

　　　 宇都宮大学地域デザイン科学部
　　　 コミュニティデザイン学科
　　　 准教授

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では登録会員を募集
しています。
　子育てに困っている方、子育てが一段落して時間
に余裕ができた方、ちょっとだけ手伝ってみようか
なという方、送迎だけならできるかなという男性の
方もぜひお電話ください。利用会員の方はすぐに登
録できます。
　提供会員の方は、講習を受けていただきます。
　保育士、看護師の資格をお持ちの方はすぐに会員
登録、活動ができます。
　お電話お待ちしています。緯028－682－2217
　さくら市ファミリーサポートセンター事務局


