
このマークは社会福祉協議会の「社」を図案化し「手をとりあって明るいしあわせな社会を建設する姿」を表現しています。

・共同募金報告　・社会福祉協議会会費報告　・ボランティア活動保険

共同募金へのご協力ありがとうございました。

今年度も市民の皆さまから善意のご協力をいただきありがとうございました。
皆さまから寄せていただきました募金は、社会福祉法人岐阜県共同募金会により決定される
様々な福祉活動や災害等準備金として活用させていただきます。
これからも共同募金にご理解とご協力をお願いいたします。

福祉だより

【発行】土岐市社会福祉協議会　（電話）0572-57-6661　（住所）〒 509-5202 土岐市下石町 1060 番地
【ＨＰ】http://www.tokishakyo.or.jp ※この広報紙は共同募金を財源の一部としています
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7,182,175円赤い羽根募金

戸別募金� 5,963,500円
・土岐津町　・下石町　・妻木町　・鶴里町　・曽木町　・駄知町　・肥田町　・泉町

学校募金� 382,597円
・土岐津小学校　　　・下石小学校　　・妻木小学校　　　　・濃南小学校　　　・駄知小学校
・肥田小学校　　　　・泉小学校　　　・泉西小学校　　　　・土岐津中学校　　・濃南中学校
・駄知中学校　　　　・肥田中学校　　・土岐紅陵高等学校　・東濃フロンティア高等学校
・東濃特別支援学校　・中京高等学校

街頭募金� 167,884円
実施場所のご協力
・スーパーセンターオークワテラスゲート土岐店� ・まちゆい� ・サンマート土岐口店�
・バロー南土岐店� ・バロー土岐店� ・バロー三起屋店� ・サンモール
・土岐市福祉まつり� ・もみじまつり

活動者
・土岐津中学校　　　　　　　・濃南中学校生徒　　　　　　　・東濃特別支援学校生徒
・中京高等学校　　　　　　　・曽木町社会福祉協議会　　　　・土岐市社会福祉協議会�
・土岐市ボランティア連絡協議会（加盟団体・土岐手話サークル竹の子、土岐市老人クラブ連合会
女性部、音訳サークルうぐいす、NTT-OB志野の会、押し花アート土岐、ガイドヘルプ白樺、レ
スキューハート土岐、秋桜会、オールドフレンドボランティア、土岐津炎太鼓、土岐市観光ガイ
ドの会）

平成28年度　共同募金運動結果報告
市民の皆さまの温かいご協力により、今年も多くの募金をよせていただくことができました。
お寄せいただきました募金は、岐阜県での実施主体である「社会福祉法人岐阜県共同募金会」で集約された
後、民間社会福祉施設が実施する各種福祉活動の財源として、赤い羽根募金は平成28年度事業に配分され、歳
末たすけあい募金は平成27年度事業に配分されました。

皆さま、ご協力ありがとうございました。

敬称略・順不同
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法人募金� 234,984円
� ・岐阜窯業㈱� ・㈲旭軒製菓� ・新日本ガス㈱東濃支店
� ・丸美陶料㈱� ・佐分利陶料㈲� ・新興窯業㈱
� ・㈱ユーファクトリー� ・石黒商事㈱� ・㈱主婦の店土岐店
� ・㈱山加商店� ・立風製陶㈱� ・加藤組㈱
� ・㈱メイハン� ・医和敬会タカギクリニック� ・中島医院
� ・㈲大書心会� ・高井病院� ・東京インキ㈱土岐工場
� ・㈲土岐津鉄工所� ・美濃顔料化学㈱� ・㈲山光窯業化学工業所
� ・㈱MARUWA土岐工場� ・加藤産業㈲� ・㈲カネ忠
� ・㈱山文トムソン� ・㈱土岐ブルドーザ

職域募金� 352,169円
� ・土岐市民生児童委員� ・土岐市議員親睦会� ・土岐市職員
� ・土岐市社会福祉協議会職員�

戸別募金� 2,500,000円
・土岐津町　・下石町　・妻木町　・鶴里町　・曽木町　・駄知町　・肥田町　・泉町

その他募金� 81,041円
� 募金箱設置のご協力
� ・スーパーセンターオークワテラスゲート土岐店� ・まちゆい
� ・よりみち温泉� ・核融合科学研究所� ・土岐市立総合病院
� ・土岐市母子寡婦福祉連合会� ・セラトピア土岐� ・土岐市役所
� ・ウエルフェア土岐� ・バーデンパークSOGI� ・道の駅どんぶり会館
� ・道の駅志野織部

� 窓口・ガチャガチャでのご協力、前年度締切後のご協力等
� ・土岐市体育協会　　　・水野生々堂　　　・編んでミルミル　　　・個人（86名）

※実施主体・・・・・・・・・社会福祉法人岐阜県共同募金会　電話：058-273-1111
※土岐市での運動推進者・・・岐阜県共同募金会土岐市支会　　電話：0572-57-6661

2,500,000円歳末たすけあい募金
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ご協力ありがとうございました

共同募金にご協力いただいた未来の福祉の担い手のみなさん

土岐津小学校

肥田小学校

泉小学校

泉西小学校

土岐津中学校

濃南中学校

駄知中学校

肥田中学校

土岐紅陵高等学校

東濃特別支援学校

中京高等学校

東濃フロンティア高等学校

下石小学校

妻木小学校

濃南小学校

駄知小学校
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・土岐津町　・下石町　・妻木町　・鶴里町　・曽木町　・駄知町　・肥田町　・泉町

土岐津西部工業組合	 すずき整形	 スギヤマ薬局土岐店	 ㈱陶の里動物病院	 はやし内科
阿部歯科医院	 森　貞子	 市川　弘美	 木村　三二	 三浦　けい子
久野　美子	 水野　治代	 吉本　世津子	 林　隆夫	 三戸　シゲ子
鈴木　美好	 丹羽　之弘	 森川　晴美	 高井　康吉	 土本　早苗
和田　美代子	 前田　玉美	 加藤　則子	 池戸　朋子	 虎澤　信子
林　美和子	 田中　俊明	 加藤　美枝子	 加藤　信子	 内田　洋子
有賀　美希子

	 妻木町(資源回収）

	 稲垣末勝

中嶋幸治	 梅村春生	 中嶋正悟	 中嶋高久	 中嶋輝久
水野富夫	 井上満	 山本進	 山下　陽一郎	 中嶋忠夫
中嶋政江	 中島悦子	 中島孝二	 中嶋美里	 岡本嘉和
田中知敏	 安藤京子	 稲垣順子	 中嶋廣子	 水野健一
鈴木豊	 小木曽恭司	 加藤敬子	 中嶋美保子	 水野　淳子
小栗清一	 花木恵里子

	
ファミリーマート肥田店	水野屋	 たけうち歯科	 （宗）天福寺	 丸正	山内陶器
若竹	 おくむら	 よこい接骨院	 新日本チャイナークロック	大川商店
安藤整形外科	 藤本歯科医院	 丹羽歯科医院	 桜井歯科診療所	 （宗）永松寺
まつもと薬局	 土岐眼科クリニック	 土岐白楊クリニック	 中部国際自動車大学校	

保母　國彦	 斎木　豊	 鬼頭　博英	 髙木　満代	 水野　昭夫
澤田　貴久夫	 角田　勝好	 黒田　町子	 土本　美和子	 鈴木　孝之

一般会費

特別会費
土岐津町

妻木町

鶴里町

曽木町

肥田町

泉町

平成28年度土岐市社会福祉協議会会費の
ご協力ありがとうございました

（平成29年2月28日現在）

※一般会費・特別会費・法人会費は、各地区社会福祉協議会を通してご協力いただております。
※敬称略・順不同

区　　分 件　　数 金　　額

一 般 会 費 16,460件 5,021,460円

特 別 会 費 123件 597,000円

法 人 会 費 417件 1,603,000円

団 体 会 費 20件 89,000円

合　　　計 17,020件 7,310,460円

心のふれあうまちづくりをめざして
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村井　伸輔	 富本　史郎	 青木　隆司	 纐纈　初義	 水野　克義
田中　裕子	 安藤　久子	 田中　茂子	 打田　秀逸	 奥村　京子
小栗　和子	 庭野　佳子	 村井　康陽	 伊藤　紀江	 柘植　理恵
小栗　博美	 松崎　喬樹	 髙橋　澄子	 加藤　一子	 小野　由起子
井澤　和代	 曽根　隆雄	 杉山　通	 吉田　春代	 大野　弘子
高塚　直子	 林　清恵	 山村　康子	 澤野　洋子	 田中　克幸
小川　町子	 加藤　真理子	 秦野　美恵子	 古宮山　綾乃

㈲ヤマミ平井製陶所	 ㈲丸八製陶所	 丸美曽村モータース㈱	 ㈲城山製陶所	 ㈱三幸
土岐郵便局	 ㈲酒向工務店	 ㈲山幸　加藤製陶所	 丸中中島窯業㈱	 ㈱大竹醤油醸造場
㈲丸半加藤製陶所	 ㈱土岐津商会	 ㈱平和サービス	 中部砿産㈱	 ㈲インテリアルーム長江
㈲入久長江製陶所	 ㈲カネマツ	 ㈲横田製陶所	 山鏡安藤製陶所（資）	 ㈲山兼工業研究所
㈱十六銀行土岐支店	 ㈱久野製陶所	 シティホーム土本㈱	 土岐津陶磁器工業組合（協）	 ㈱美濃盛山
㈲ダイセン	 ㈲ヤマカ堀製型所	 渡辺製菓㈱	 ㈱不二家	 ㈲シオン
㈲中央建築	 ㈲月の輪	 ㈱猪野設備	 ㈲水野建築	 名古屋シェル石油販売㈱
名鉄急配㈱東濃営業所	 舘林建設㈱	 小島土木㈱	 ㈱三戸建設	 ㈱ノムラガラス
小栗新聞店	 ダスキン土岐津支店	 ㈱土岐ブルドーザ	 北町接骨院	 ㈱愛幸商店
㈱山森　土本鉱業所	 ㈱ヤマスエステーツ	 ＵＤトラックス	 ㈲マルダイ製陶	 太平窯業薬品㈱
㈱永田重機	 美州興産㈱	 ㈱一晴商店	 ニイミ産業㈱	 加藤産業㈲
㈱上杉鉱業	 太陽日酸エネルギー㈱	 ㈱ヤマワ	 神明リフラックス㈱	 ㈲葵設備工業
土岐自動車学校	 ㈱メイチュー	 高山工業㈲	 ㈱ＯＫ	 ㈱サンエー
真和商事土岐事業所	 ㈱丸新美濃瓦	 ㈲つり具センター北海	 ㈲水野運輸	 ㈲マルブ
㈱虔山	 美濃冷暖㈱	 ㈱三共不動産	 丸矢製陶㈲	 ㈲シースリー
㈱山正虎沢製陶所	 高木絵具製造所	 ㈲三和鉄工所	 ㈱菱田鉄工所	 ㈲土岐津鉄工所
江崎電設	 紅窯陶苑㈲	 ㈱山五高橋	 山松　土本窯業原料㈱	 ヤマゴ建設㈱
㈲つちもとガーデン	 大洋石油㈱	 ㈱山勝　美濃陶苑	 ㈱オクムラセラム	 岡部電気㈱
カネワカ商店

八勝園	 丸長陶料㈲	 ㈲あさひ荘	 大島電気工事㈱	 ㈲トリオ商事
つる屋	 鶯鳴荘	 佐分利陶料㈲	 シーエフジー㈱	 ㈲丸資窯業原料
伊藤ダンボール㈱	 ㈲ハウスプロ	 ナガエ電設	 柿野緑化	 ㈱サブリ
大日本パック	 協和電機化学㈱	 ＩＮＡＸ新興窯業	 旭千代田工業㈱	 ＭＡＲＵＷＡ
中島産業㈱	 東海リテック㈱	 ＵＦＡＣＴＯＲＹ	 ㈲アジテータサービスオガワ	 ㈱丸中　中垣陶料
前田窯業㈲	 ㈲丸敏陶料所	 荘厳寺	 ㈲鶴里ダイハツ	 ㈲丸定陶料
㈲山善陶料所	 ㈲山善石油店	 新陽カントリー倶楽部	 土屋製砥㈲	 エムシーワークス㈲
可知井建設	 ㈲竹内工業	 正福寺	 鶴里生産森林組合

㈲みやま陶器	 大草化学㈱	 ㈱ブレイクスルー	 ㈲日正化学工業所	 ㈱岡島建設
㈲フソウ建設	 ㈱コパン　バーデンパークSOGI	 小野田・森村マグネシウム㈱	 ㈲Ｋ・Ｏ・Ｓ	 森村不動産株式会社
㈲武藤組	 ㈱総合産商山崎	 ㈲中野建設	 ㈲中川工業	 ㈲堀製作所
㈲マル敏製陶所	 ㈲マルト中島製陶所	 ㈲日比野石油店	 ハクスイテック㈱	 ㈱マルエス産業
㈲太高工業

柴田窯業原料	 山保製陶㈱	 ㈱バウハウス	 春山製陶㈲	 ㈱唐峰
丸福窯業原料㈱	 丸浅陶料㈲	 沢田陶料	 ㈱中根モータース	 ㈲丸利商店
㈱カクジン	 東岐建設㈱	 丸山山田陶器㈱	 ㈲羽柴化学工業所	 ㈲丸山山田酒店
（名）ヤマモリ製陶所	 ㈲正村工建	 ㈱東希	 ㈲福井ブロック工業所	 ㈱丸由
㈲吉野タイヤ	 澤田タクシー㈱	 ㈲一公	 ㈱三鈴製型所	 ㈲マルオ小木曽陶器
山三製陶㈲	 馬駈鉱産㈱	 ㈲ヤマカク	 ㈲丸平	 ㈱三井陶器
山津製陶㈱	 丸新製陶㈲	 ㈲三汪設備	 ㈱マルサ酒井商店	 ㈱安藤建設
㈲磯村モータース	 ㈲一仲陶器店	 神明モータース㈲	 ㈲丸井佐野陶器	 ㈱マルツカ

法人会費
土岐津町

鶴里町

曽木町

駄知町

心のふれあうまちづくりをめざして
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㈲秀峰	 ㈲一球	 ㈲光工業	 ㈲快山製陶所	 昭英製陶㈱
㈱西武製陶所	 ㈱日峰陶苑	 陶都信用農業（協）駄知支店	 一山陶器㈱	 ㈲加藤鉱油店	
㈱おぎそ	 山勝ガス㈱	 ㈲前野材木店	 東濃陶器㈱	 （資）丸ケ商店
㈱丸本塚本	 ㈲山作	 ㈲丸幸製陶所	 ㈲作山窯	 駄知小売商業（協）
丸仲陶器㈱	 ツチダ研磨工業㈱	 東濃信用金庫駄知支店	 ㈲勝山	 駄知陶磁器上絵加工（協）	
㈲丸交・交告陶苑	 ㈲大松米穀店	 ㈱丸い丹羽陶苑	 ㈲山田屋呉服店	 ㈲山丸商店
㈲丸武	 ㈱オーノ工業	 駄知陶磁器工業（協）	 ㈲カネモ製陶所	 加藤組㈱
㈲マルホン製陶所	 高砂工業㈱　総務担当	 丹山窯	 ㈱カク仲	 ㈲カク林製陶所
㈱東産工業所	 ㈲宗山窯	 ㈱マルタイ商店	 ㈲カネ仁	 ㈲カネ忠
千古乃岩酒造㈱	 ㈲駄知ニュース販売	 金城陶器（資）	 ㈲トータルインテリア	ナカシマ	 （医）陶生会
カネ定製陶㈱	 ㈲不動窯	 ㈲ヤマ兵製陶所	 石浜陶器㈱	 ㈱一久
三宅陶器㈱	 ㈱カネ六	 昭和製陶㈱	 ㈱十六銀行駄知支店	 東濃善光寺
㈱マル治	 ㈲マル治加藤製陶所	 ㈲丸ツ製陶所	 （宗）長久寺	 ㈲カクニ
㈱蘇山陶苑	 ㈲渡辺デザインルーム	 ㈲中垣鉄工所	 ㈲かねや興業	 マルマ陶器㈱
㈲カネ萬商店

ヤマ忠木股製陶（資）	 ㈲川上陶器店	 ㈲山啓製陶所	 光洋ダンボール㈱	 ㈲カネタ田中陶苑
㈲丸勇製陶所	 ㈲林造園建設	 角み匣鉢㈲	 ㈲ヤマジョー清水	 ㈲肥山陶苑
㈲木股自動車商会	 三栄化工㈲	 ㈲仲田	 ㈲俊峰陶苑	 ㈱フジ機械
㈲林土木	 ㈲丸美造園	 カントリーケーキ・ファームハウス	 ㈲やまか秀山	 カネ政肥田商店
㈲林紙器工業所	 カネマス陶器㈱	 ㈱ヤマ吾陶器	 ㈱カネセ	 ㈲吉川左官
㈲丸平	古林製陶所	 金美製陶㈱	 （協）三峰陶苑	 （協）肥田セラム	 ㈱ヒスイ
㈱フタダ	 丸加転写	 ㈲マルカ楓製陶所	 ㈲コイデ設備	 ㈱シンヨー
（協）アイカ	 ㈱壱水	 大東亜窯業㈱	 安藤石油㈱	 ㈱みやがわ陶器
㈲江口ボディショップ	 山周美陶㈱	 （協）土岐高根製陶	 丸寿製陶㈱	 土岐ガス㈱
㈲桑建	 ㈲丸和高木製型所	 ㈱メイハン	 土岐三菱自動車販売㈱	 ㈲カーデンソー・コクブ
㈱波多野設計	 ㈱小栗工務店	 浅野陶業㈱	 ㈲ミノタ家具	 ㈲マルホーハウジング
朝日沪過材㈱

㈱ヤマニパッケージ東濃支店	 土岐グランドボウル	 ノアゴルフクラブ	 ㈲コジマ特車	 トータルカーショップ　OCEAN
秀泉陶苑	 エクステリア　イワヰ	 中日本フード株式会社	 ㈱マルエス産業	 日幸商事　㈱土岐営業所
㈱山功高木製陶	 ㈱原芳商会	 林米穀㈲	 ㈲丸義	 泉陶磁器工業協同組合
㈲寿山陶器	 丸律製陶㈲	 丸保渡辺製陶㈲	 ㈲山夕高橋製陶所	 ㈱マルコウ
㈱山文トムソン	 ㈱ファミリー中部	 材友	 ㈱山大大野商店	 ㈲安都陶苑
石黒商事㈱	 鈴木石油㈱	 和田製材㈱	 ㈲かねき呉服店	 東鉄観光株式会社土岐支店
㈱マルヨシ商会	 丸甲陶器株式会社	 ㈲鳥正	 ㈲ちちや	 加藤電気㈱
東海住宅設備株式会社	 ㈲橘屋商店	 東濃信用金庫土岐市駅前支店	 ㈲文泉堂書店	 ヤスエ陶器㈱
㈲泉通信設備	 ㈱岐東ファミリーデパート	 ㈱主婦の店	土岐店	 クローバー工房	 ㈱美善
ヤマト商事㈲	 （宗）白山神社	 ㈱セルコム	 サイトウ不動産	 ㈲河村上絵付工場
㈲中島商事	 ㈲西山紙器	 ㈲木材乃昇仙	 ㈱丸東	 ㈱東濃新生活互助会
岐阜スズキ販売㈱	 カネヤマ㈱	 水野画房	 東濃学校給食炊飯センター㈱　米飯部	 光洋㈱
㈲コムズ（大山写真館）	ビクトリー	 ㈱マルヤマ	 藤田陶器㈱	 山田ほねつぎ
倉田商店	 ㈲大書心会	 ㈱大伸商事	 （医）和敬会タカギクリニック	 山本家具㈱
山豊陶器㈱	 ㈲ケイティエス	 東進ゼミナール土岐校	 土岐駅前郵便局	 名岐測量設計㈱
㈲ウインク	 ㈱中央重機	 ㈱山三　三宅	 金正陶器	 （協）土岐美濃焼卸センター
㈲やまと葬祭社	 （資）センゴク電化	 ㈲泉電業社	 ㈲カクセン	 サガミ土岐店
東濃信用金庫泉支店	 ㈲イズミ薬局	 ㈱イトウ産業	 （宗）久尻神社	 ㈱シャディ土岐ギフトセンター
久尻生産森林組合	 長大陶器加工㈲	 光洋陶器㈱	 ㈱山加商店	 医療法人　社団聖泉会　聖十字病院	
㈱ウエムラ	 美濃焼伝統工芸品（協）	 ㈱テクノ・ハヤシ	 土岐可鍛工業㈱

さくら介護支援事業所	 社会福祉法人花園福祉会　花園保育園	 特別養護老人ホームとき陶生苑	 ㈱ベルコート
岐阜県立はなの木苑	 土岐市立公立保育園9園	 恵風荘	 土岐津保育園
グッドサポート福祉会	 東濃ワークキャンパス	 棉好	 土岐やまびこ作業所

肥田町

泉町

団体会費

心のふれあうまちづくりをめざして
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皆様から寄せられます会費は、地域福祉活動の貴重な財源となっています。
その多くは、社会福祉協議会各町支部（支部社協）を通じて、実施されるさまざまな事業及
び社会福祉協議会本会が実施する福祉関係団体への助成、障がい児・母子家庭等世帯を対象と
した事業に使用されます。

種　類（会費は任意のものであり、強制ではありません。）

流　れ

一 般 会 費 １口	 300円以上 市民（各世帯）の皆様から納められる会費

特 別 会 費 １口	 2,000円以上 社会福祉協議会事業に特に理解のある方から納められる会費

法 人 会 費 １口	 2,000円以上
法人等企業様から納められる会費

（例年民生委員様に取りまとめをご協力いただいております）

団 体 会 費 １口	 3,000円以上 福祉団体・施設等から納められる会費

土岐市社会福祉協議会会費の種類と流れ

心のふれあうまちづくりをめざして
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回
日にち

（原則：毎月第3木曜日）
時　間 場　　所 テーマ

第1回 5月18日（木） 9：30～13：00 肥 田 公 民 館 高齢者の食事について（調理実習）

第2回 7月20日（木） 13：30～15：30 ウエルフェア土岐 適切な排泄ケア勉強会

第3回 9月21日（木） 13：30～15：30 ウエルフェア土岐 認知症高齢者への対応

第4回 11月16日（木） 13：30～15：30 ウエルフェア土岐 自宅で行う介護の基本

第5回 1月18日（木） 13：30～15：30 ウエルフェア土岐 癒しのハンドケア

第6回 3月16日（金） 13：30～15：30 ウエルフェア土岐 3B体操

＊各回のテーマは、変更する場合があります。別途チラシ等でお知らせします。

◆対象者：自宅で介護をしている方
　　　　　在宅介護に興味のある方

◆参加費：無　料

◆１回のみの参加も大歓迎です

◆介護者悩み相談（個別相談）につ
いては、下記にて随時受付けてい
ます。相談日時につきましては、事前に連絡いただけ
ると有り難いです。

　●　土岐市西部地域包括支援センター　…　57-6661
　(担当地区：下石町・妻木町・鶴里町）

　●　ひだまり在宅介護支援センター　……　54-0771

※この事業は、共同募金を財源としています。

平成29年度 

『介護者のつどい』ご案内
在宅介護でお困りの方、介護者同士の交流、
介護の悩み相談等、ひとりで抱え込まず、
情報交換しませんか？

土岐市総合福祉センター

　　　ウエルフェア土岐

電　話：５７－６６６１

ＦＡＸ：５７－４６１１

お問い合わせ・申込先

適切な排泄ケア勉強会 自宅で行う介護の基本
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古 切 手

善意のご寄附をいただきました。心からお礼申し上げます。

平成28年12月1日～平成29年2月28日
敬称略・順不同

・金付寄 寄 付 物 品

中部善意銀行 ……………………………………… 50,000円
郵便局長夫人会土岐部会……………………… タオル65本
佐分利錬尓 ………………………………………… 絵本91冊
・西部児童センター　20冊　　・土岐津児童館　19冊
・駄知児童センター　15冊　　・妻木児童館　　12冊
・肥田児童センター　13冊　　・泉児童館　　　12冊

郵便局長夫人会土岐部会………………………2,260ｇ
棉好 ……………………………………………… 330ｇ
石黒商事 ………………………………………… 269ｇ
山善陶料 ………………………………………… 194ｇ
マルエス産業 …………………………………… 176ｇ
吉田冷暖房工業所 ……………………………… 137ｇ

中央重機 ………………………………………… 129ｇ
山津製陶 ………………………………………… 108ｇ
松原 ………………………………………………… 89ｇ
三ツ井ふさ江 ……………………………………… 14ｇ
匿名 ……………………………………………… 107ｇ

妻木町社会福祉協議会

「三世代どんど焼き」

えほん
えほん

寄付いただいた絵本の一部です

1月 14日 (土 )、妻木町の八幡神社にて、三世代のふれあいの場をつくり、妻木町民同士のつながり

を深くすることを目的に、妻木小学校ＰＴＡ、子ども会、育成会等と連携して実施しました。

地区社会福祉協議会事業

心のふれあうまちづくりをめざして
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