
　新型コロナ感染症予
防のために３月から活
動を自粛していた“しゃ
べり場お六”を、感染
防止策を取りながら再
開しました。
　長い活動自粛の期間
があったからこそ、人
とのふれあいの大切さ
を再認識しました。

再開翌日は七夕。減災やコロナ
終息を願う短冊もたくさん。

会ってしゃべると
　　　 元気がでるね
～しゃべり場お六再開しました～

学習サポート
教室支援員
募集！
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これからも子どもたちの多様なニーズにお応えするには、更なる支援員か
らのお力添えが必要です。一緒に楽しくサポート教室をご支援いただける
方、ぜひご応募をお待ちしています！

申込み ・ お問合せ先 生活支援係　☎773-6919

学習サポート教室って何をするのかしら？

南魚沼市在住で、現在、学習塾に通っていない子ども等を対象に、教室を開催し
ています。子どもが安心して通える居場所として、学習のフォローや、日常的な
生活習慣のサポート、社会性をはぐぐむための支援を行います。年に数回のイベ
ントにも子どもたちと一緒に参加していただいています。

　令和２年５月11日～６月30日まで実
施いたしましたフードドライブには、多
くのご寄贈を頂戴いたしまして御礼申し
上げます。
　皆様からご寄贈頂きました食品の総
重量は、572.8ｋｇとなりました。
　この食品は、南魚沼市内の必要な方
へお配りするほか、フードバンクにいが
た長岡センターより社会福祉施設、生
活困窮者支援団体、子ども食堂等にお
届けをさせて頂きます。

　皆さんからの「夏のおたより（お手紙や絵）」は市内の高齢者施
設に入所している高齢者の皆さんにお届けします。「夏のおたよ
り」は手紙やちぎり絵等どんなものでも結構です。

～怒りの感情と上手に付き合うための具体的なトレーニング～

生活・介護支援サポーター養成講座

アンガーマネジメント研修会アンガーマネジメント研修会
子どもたちに寄り添い、子どもたちの未来のために支援していただける方を募集しています。

一緒に応援団になりませんか？

参加している生徒からのメッセージ参加している生徒からのメッセージ

事務局

※サポート教室の詳細については、下記お問合せ先にお気軽にご連絡ください。

どんな人が支援員になれるのかな？ 私にもできるかな？

当教室に、理解と熱意があり、他支援員と協働しながら子どものサポートをして
いただける方、子どもとふれあうことが好きな方です。勉強を教えた経験がなく
ても大丈夫！子どもたちの気持ちに寄り添いサポートをしていただきます。

対象の子どもたちの年齢は? 教室開催の時間は何時だろう？

対象の子どもは、小学生から20才までです。現在は主に中学生の子どもたちか
ら参加いただいています。
現在市内４中学校区に１ヶ所ずつ、週１回月曜日定期教室を16：30 ～ 18：30の
２時間で開催しています。その他、訪問型や別の曜日での開催希望にも対応し
ています。支援員担当は月２回くらいをお願いしています。

学習サポート教室の支援員（有償ボランティア）を募集します

「夏のおたより」
送りませんか？

　この事業は、児童の「福祉の心を育てる」ことを目的とし、
市内の子どもたちと高齢者の心をつなぐ世代間交流事業です。
　新型コロナウイルス感染防止のため、今年度中止となりました小学生
ふれあい体験事業の代替として、実施します。

　この事業は、児童の「福祉の心を育てる」ことを目的とし、
市内の子どもたちと高齢者の心をつなぐ世代間交流事業です。
　新型コロナウイルス感染防止のため、今年度中止となりました小学生
ふれあい体験事業の代替として、実施します。

この事業には、赤い羽根共同募金が使われているよ！

南魚沼市内の施設に

入所する高齢者のみなさんへ

お手紙や絵をおくって、

  元気と笑顔を届けよう！

◆ 対  象  者

◆ 問合せ先

：市内の小学生（5・6 年生）
  ※対象者の方には各学校を通じて、
　  ご案内済みです。
：地域福祉係　☎773-6911

　毎日ムダにイライラしてしまっている。
　ついカッとなって怒ってしまったことがある。
　近くにすごく怒る人がいてどう付き合っていいのかわらかない。
　怒った後に罪悪感や後悔を感じて落ち込んでしまう　等々

　こんなことを思ったことがある人は多いのではないでしょうか。でも心配ありません。
アンガーマネジメントができるようになれば、怒りの感情と上手に付き合うことができるようになり、怒って失
敗したり、後悔したりすることをなくすことができます。
　この講座では知識を学ぶだけではなく、怒りの感情と上手に付き合うための具体的なトレーニング方法を身
につけることが出来ます。
　この講座を通じてこれからの人生を豊かにして、将来の不安を軽減してみませんか？
　　　　　　　　　　　　　記

9月12日（土）　10：00 ～12：00
ふれ愛支援センター 2階多目的ホール
40名
8月28日（金）

地域福祉係　☎773-6911

日　時
会　場 
定　員 
締　切 
申込み  ・ 問合せ

支援員さんが優しく教えてくれて、
予習 • 復習ができて、とても助かっ
ています。

支援員さんたちと、まるで友達のよう
に楽しく学習ができ、課題がどんどん
進みます！
休憩のお茶会もとっても楽しいです！
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介護事業部 魚沼営業所介護事業部 魚沼営業所
南魚沼市塩沢787-5　　TEL：025-782-4315南魚沼市塩沢787-5　　TEL：025-782-4315
越後交通株式会社越後交通株式会社

介護のこと、お困りごと、なんでもお気軽に
　　　　　　　　　　　　私たちにご相談下さい。
介護のこと、お困りごと、なんでもお気軽に
　　　　　　　　　　　　私たちにご相談下さい。

〒949-7144　新潟県南魚沼市野田585-1　TEL 025-776-7060
介護に関するご相談・お問い合わせは・・・

KEEP HEART 心のぬくもりと、やさしさが原点です。

0120ー634ー000

福祉用具 レンタル・販売・住宅改修

介護に関することなら
なんでもお気軽にご相談下さい！

展示ルームあります

〒949-6680 南魚沼市六日町2367-1
（市民病院すぐそば）

025‒775‒7501 025‒775‒7501 
0120-834-1200120-834-120

〒949-6680　南魚沼市六日町801-9（サウンドボウル様隣）

福祉用具レンタル・販売・住宅改修

南魚沼店
アルプスビジネスクリエーション
大型展

示スペ
ースあ

り♪

介護用
品各種

取り扱
い♪

善意をありがとう善意をありがとう

社会福祉事業の推進に大切に活用させていただきます。
〔令和２年５月１９日～令和２年７月17日〕

ご寄付ありがとうございました。

（一社）南魚沼建設業協会 
会長 井口和成 様

魚沼倫理法人会 様

（一社）日本善行会雪国魚沼支部 
会長 中島成夫 様

　毎年、市民の皆様より多くのご協力をいただいております　24時間テレビ「愛は地球を救う」チャリティー
キャンペーン　ですが、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、街頭募金を中止することとさ
せていただきましたので、お知らせいたします。
　その他、本キャンペーンの詳細につきましては、南魚沼市社会福祉協議会のホームページに掲載してござ
いますので、そちらもご確認ください。

3月から募集していました、『手作りマスク作成ボラン
ティア活動』は、多くの市民の皆様や団体様から活動協
力や材料のご寄付をいただきました。
 
ご協力いただきました皆様、心より感謝申し上げます。
大変ありがとうございました。

※手作りマスクは多くの方々にお届けすることができ、市販のマスクも店頭に並び始めた状況を踏ま
え、手作りマスク（材料等）の募集については7月末をもちまして一旦終了とさせていただきます。

　未使用マスクにつきましては、今後の備えとして寄付を受け付けております。
　今後とも、ボランティア活動にご協力をお願いいたします。

手作りマスク
ボランティア活動報告

手作りマスク
ボランティア活動報告

手作りマスク作成ボランティア

手作りマスク配布先

個人 ・ 団体 （六日町商工会女性部様ほか） 67名
手作りマスク　２，３４０枚

市内の高齢者施設、障がい者施設利用者、学校ほか　２，１９６枚 （７月８日現在）

２４時間テレビ「愛は地球を救う」街頭募金中止のお知らせ

●匿名 様　　　　　　　　　　　　　  20,000円

●（一社）日本善行会雪国魚沼支部 会長 中島成夫 様
　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000円

●魚沼倫理法人会 様　　　　　  マスク　2,000枚

●（一社）南魚沼建設業協会  会長  井口和成 様
　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000円
●匿名 様　　　　本（グラフィックカラー昭和史 他）
●佐藤 聡夫 様　　　　　　　　　 マスク　200枚
●匿名 様（行政区：上町）　　　　　　　 50,000円
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市内の高齢者施設、障がい者施設利用者、学校ほか　２，１９６枚 （７月８日現在）

２４時間テレビ「愛は地球を救う」街頭募金中止のお知らせ

●匿名 様　　　　　　　　　　　　　  20,000円

●（一社）日本善行会雪国魚沼支部 会長 中島成夫 様
　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000円

●魚沼倫理法人会 様　　　　　  マスク　2,000枚

●（一社）南魚沼建設業協会  会長  井口和成 様
　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000円
●匿名 様　　　　本（グラフィックカラー昭和史 他）
●佐藤 聡夫 様　　　　　　　　　 マスク　200枚
●匿名 様（行政区：上町）　　　　　　　 50,000円
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答え A B C D E

A

D

C

B E

タ・ヨ① タ② ヨ②

ヨ③

ヨ⑤

ヨ⑥

タ③

ヨ⑦

タ④

タ⑥ヨ④

タ⑤

タ⑦

【ヨコのカギ】
①英語で夏は？
②10本の腕を持つ軟体動物
③○○トラック。○○油。
④怪盗○○○。○○○三世。
⑤音楽の父と呼ばれたドイツの作曲家。Ｇ線上のアリアが有名。
⑥疲れて力が抜けたさま。あまりの暑さに○○○○する。
⑦室町幕府の３代将軍足利義満が建てた寺。○○○○寺。

【タテのカギ】
①ビール、ワイン、日本酒などアルコールを含む飲料
②レジ袋有料化で買い物にはこれを持参します。
③力を○○○する。本領を○○○する。
④○○の恩返し。○○の一声。
⑤○○シチュー。牛○○。
⑥カラーピーマンの一種。赤や黄色だけでなく白や紫色もあります。
⑦祖先と家に伝わるロゴマーク。徳川家は三つ葉葵です。

応募方法 ●ハガキでの応募　①クイズの答え　②郵便番号・住所　③氏名　④年齢　⑤社協だよりについての感想や
　　　　　　　　　ご意見ご要望等を記入の上、下記あて先までご応募ください。
●HPからの応募　南魚沼市社会福祉協議会HPトップページのサイドメニューのクイズ回答
　　　　　　　　　フォームから応募できます。右記のQRコードからも応募できます。

あ て 先 〒949-6636　南魚沼市小栗山303-1　南魚沼市社会福祉協議会　クイズ係
応募締切 令和２年8月24日（月）当日消印有効
賞 品 正解者の中から抽選で５名様に今月のプレゼントをお送りします。

〈前回の検定クイズ答え〉 福井県・群馬県・山形県・佐賀県・茨城県

回答フォームへ

今月は、クロスワードだよ！
ＡＢＣＤＥに入る５文字を答えて
応募してね！
みなみの元気のもとは、皆さんの
応募と感想を読むことで～す！！

レッツ脳トレ♪クイズで応
募レッツ脳トレ♪クイズで応
募

Q. 社会福祉協議会では、ベルマークの回収はおこ
なっていませんか？

  　ベルマーク回収をやってもらえると有難いですし、
役に立てば協力したいです。

A. 社会福祉協議会では、お持ちいただいたベルマークを
受付いたします。

　 受付したベルマークは、市内の「収集ボランティア」団体
へお渡しして、団体が整理した後、市内の学校等に寄付
しています。

今月の質問箱

今月のプレゼント

いつも楽しく拝見しています。地域情報ありがとう
ございます。　　　　　　　　（大和地域・男性）
お家で出来るかんたんトレーニング「無理せず 頑
張らず あきらめず 楽しく」実行したいです。

（塩沢地域・女性）
いつも地域の為にご活動ありがとうございます。
今、家では毎日片付けと家事に追われる日々 です。

（六日町地域・女性）

？
社協だよりに寄せられたご意見・ご感想

介護者交流会開催日介護者交流会開催日
認知症や介護のこと、話してみませんか？お聞かせください！

※６月１日号に掲載した「ほおずきの会」の連絡先に誤りがありました。お詫び申し上げます。
※新型コロナウィルスの感染拡大状況により開催中止となる場合がありますので、事前にお問い合わせ頂きますようお願いします。

高橋モトメ　　☎779-3145
大和地域包括支援センター 
　　　　　　　☎777-3111

古藤　研一　　☎772-4366
角田　啓子　　☎772-4180
南魚沼市地域包括支援センター
　　　　　　　☎773-6675

田中日出子　　☎782-4049
笛木　秀康　　☎782-1764
塩沢地域包括支援センター
　　　　　　　☎782-0252

大和地域介護者交流会
「コスモス」

六日町地域介護者交流会
「ほおずきの会」

塩沢地域介護者交流会
「ひなげし」

8月4日（火）
9月1日（火）

10月6日（火）

14：00

～

15：30

13：30

～

15：00

10：00

～

12：00

8月5日（水）
9月5日（土）

10月5日（月）

8月7日（金）
9月10日（木）
10月9日（金）

特別養護老人ホーム八色園内
カフェスペース

南魚沼市
福祉センターしらゆり

南魚沼市
塩沢老人福祉センター

地　域 日　程 時　間 場　所 連絡先

耳 よ り 福 祉 情 報

8月・9月の¨しゃべり場お六¨8月・9月の¨しゃべり場お六¨
※事前の予約は必要ありません。
※福祉センターしらゆりのお風呂は休館日です。

皆様のご参加お待ちしております。
“しゃべり場お六”では、ボランティアスタッフを募集しています。ご興味がある方は、是非見学にいらしてください。

日　　 時

場　　 所

参  加  費

イベント日

毎週月曜日　10：00 ～ 15：00
※8月10日（月）は祝日のため、翌日11日（火）に開催します。
※9月21日（月）は、お休みします。

南魚沼市福祉センターしらゆり（小栗山303番地1）

100円（お茶・お菓子代として）

9月14日(月)11：00 ～　　ボッチャ大会 ！

今月は、南魚沼市立総合支援学校の生徒さんが作っているドリップコーヒーのバラエ
ティセットがプレゼントです！
M（マンデリン）、S（スペシャルチョイス）、G（グアテマラ）の
3つの味が楽しめます♪
※当選発表は発送をもって代えさせて頂きます。

風味豊かで
とってもおいしいです

MSGコーヒーバラエティパック（3種類セット）

赤い羽根共同募金「あったか雪募金」助成赤い羽根共同募金「あったか雪募金」助成

除雪支援活動を行う行政区・社会福祉法人・ボランティアグループ　等

ボランティア保険料、除雪機の借上げ代、資機材や防寒具の購入費
除雪ボランティア育成のための研修会や体験学習の開催費用等

1事業につき上限10万円

9月25日（金）必着

詳しい内容や申請書・要項は、南魚沼市社協窓口でもお渡ししております。

南魚沼市共同募金委員会（事務局：南魚沼市社会福祉協議会内）　
☎ ： 773-6911　　担当 ： 米山

対　象　者

助成対象になる経費 

助 成 金 額 

申請書提出締切日 

そ　の　他

問 合 せ 先

市内高齢者世帯へボラ
ンティアで除雪を行って
いる団体へ、除雪作業
時に使用する安全帯の
購入費用を助成

過去の助成例
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答え A B C D E

A

D

C

B E

タ・ヨ① タ② ヨ②

ヨ③

ヨ⑤

ヨ⑥

タ③

ヨ⑦

タ④

タ⑥ヨ④

タ⑤

タ⑦

【ヨコのカギ】
①英語で夏は？
②10本の腕を持つ軟体動物
③○○トラック。○○油。
④怪盗○○○。○○○三世。
⑤音楽の父と呼ばれたドイツの作曲家。Ｇ線上のアリアが有名。
⑥疲れて力が抜けたさま。あまりの暑さに○○○○する。
⑦室町幕府の３代将軍足利義満が建てた寺。○○○○寺。

【タテのカギ】
①ビール、ワイン、日本酒などアルコールを含む飲料
②レジ袋有料化で買い物にはこれを持参します。
③力を○○○する。本領を○○○する。
④○○の恩返し。○○の一声。
⑤○○シチュー。牛○○。
⑥カラーピーマンの一種。赤や黄色だけでなく白や紫色もあります。
⑦祖先と家に伝わるロゴマーク。徳川家は三つ葉葵です。

応募方法 ●ハガキでの応募　①クイズの答え　②郵便番号・住所　③氏名　④年齢　⑤社協だよりについての感想や
　　　　　　　　　ご意見ご要望等を記入の上、下記あて先までご応募ください。
●HPからの応募　南魚沼市社会福祉協議会HPトップページのサイドメニューのクイズ回答
　　　　　　　　　フォームから応募できます。右記のQRコードからも応募できます。

あ て 先 〒949-6636　南魚沼市小栗山303-1　南魚沼市社会福祉協議会　クイズ係
応募締切 令和２年8月24日（月）当日消印有効
賞 品 正解者の中から抽選で５名様に今月のプレゼントをお送りします。

〈前回の検定クイズ答え〉 福井県・群馬県・山形県・佐賀県・茨城県

回答フォームへ

今月は、クロスワードだよ！
ＡＢＣＤＥに入る５文字を答えて
応募してね！
みなみの元気のもとは、皆さんの
応募と感想を読むことで～す！！

レッツ脳トレ♪クイズで応
募レッツ脳トレ♪クイズで応
募

Q. 社会福祉協議会では、ベルマークの回収はおこ
なっていませんか？

  　ベルマーク回収をやってもらえると有難いですし、
役に立てば協力したいです。

A. 社会福祉協議会では、お持ちいただいたベルマークを
受付いたします。

　 受付したベルマークは、市内の「収集ボランティア」団体
へお渡しして、団体が整理した後、市内の学校等に寄付
しています。

今月の質問箱

今月のプレゼント

いつも楽しく拝見しています。地域情報ありがとう
ございます。　　　　　　　　（大和地域・男性）
お家で出来るかんたんトレーニング「無理せず 頑
張らず あきらめず 楽しく」実行したいです。

（塩沢地域・女性）
いつも地域の為にご活動ありがとうございます。
今、家では毎日片付けと家事に追われる日々 です。

（六日町地域・女性）

？
社協だよりに寄せられたご意見・ご感想

介護者交流会開催日介護者交流会開催日
認知症や介護のこと、話してみませんか？お聞かせください！

※６月１日号に掲載した「ほおずきの会」の連絡先に誤りがありました。お詫び申し上げます。
※新型コロナウィルスの感染拡大状況により開催中止となる場合がありますので、事前にお問い合わせ頂きますようお願いします。

高橋モトメ　　☎779-3145
大和地域包括支援センター 
　　　　　　　☎777-3111

古藤　研一　　☎772-4366
角田　啓子　　☎772-4180
南魚沼市地域包括支援センター
　　　　　　　☎773-6675

田中日出子　　☎782-4049
笛木　秀康　　☎782-1764
塩沢地域包括支援センター
　　　　　　　☎782-0252

大和地域介護者交流会
「コスモス」

六日町地域介護者交流会
「ほおずきの会」

塩沢地域介護者交流会
「ひなげし」

8月4日（火）
9月1日（火）

10月6日（火）

14：00

～

15：30

13：30

～

15：00

10：00
～

12：00

8月5日（水）
9月5日（土）

10月5日（月）

8月7日（金）
9月10日（木）
10月9日（金）

特別養護老人ホーム八色園内
カフェスペース

南魚沼市
福祉センターしらゆり

南魚沼市
塩沢老人福祉センター

地　域 日　程 時　間 場　所 連絡先

耳 よ り 福 祉 情 報

8月・9月の¨しゃべり場お六¨8月・9月の¨しゃべり場お六¨
※事前の予約は必要ありません。
※福祉センターしらゆりのお風呂は休館日です。

皆様のご参加お待ちしております。
“しゃべり場お六”では、ボランティアスタッフを募集しています。ご興味がある方は、是非見学にいらしてください。

日　　 時

場　　 所

参  加  費

イベント日

毎週月曜日　10：00 ～ 15：00
※8月10日（月）は祝日のため、翌日11日（火）に開催します。
※9月21日（月）は、お休みします。

南魚沼市福祉センターしらゆり（小栗山303番地1）

100円（お茶・お菓子代として）

9月14日(月)11：00 ～　　ボッチャ大会 ！

今月は、南魚沼市立総合支援学校の生徒さんが作っているドリップコーヒーのバラエ
ティセットがプレゼントです！
M（マンデリン）、S（スペシャルチョイス）、G（グアテマラ）の
3つの味が楽しめます♪
※当選発表は発送をもって代えさせて頂きます。

風味豊かで
とってもおいしいです

MSGコーヒーバラエティパック（3種類セット）

赤い羽根共同募金「あったか雪募金」助成赤い羽根共同募金「あったか雪募金」助成

除雪支援活動を行う行政区・社会福祉法人・ボランティアグループ　等

ボランティア保険料、除雪機の借上げ代、資機材や防寒具の購入費
除雪ボランティア育成のための研修会や体験学習の開催費用等

1事業につき上限10万円

9月25日（金）必着

詳しい内容や申請書・要項は、南魚沼市社協窓口でもお渡ししております。

南魚沼市共同募金委員会（事務局：南魚沼市社会福祉協議会内）　
☎ ： 773-6911　　担当 ： 米山

対　象　者

助成対象になる経費 

助 成 金 額 

申請書提出締切日 

そ　の　他

問 合 せ 先

市内高齢者世帯へボラ
ンティアで除雪を行って
いる団体へ、除雪作業
時に使用する安全帯の
購入費用を助成

過去の助成例
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どんな活動をしている団体ですか？

　歌や踊り、三味線の演奏などを地域や福祉施設の行事で披露する団体です。
　ボランティアなので、参加はもちろん強制ではなく、１０名いる会員のうち、その日に都合のつく人だけが
集まって活動するような状態です。私がメンバーに加えてもらった頃は介護施設もまだ少なく、イベントの
ある時に呼んでいただく状況でした。
　長く続いている団体で、活動先と会員の連絡調整係は私で4代目だと思いますが、会員は入れ替わりが
あまりなく続いています。
　訪問先では30 ～ 40分くらいの間に、歌と踊りを5曲ずつくらい披露することが多いです。

紹介しま
す！

民 謡 と 踊 り の 会民 謡 と 踊 り の 会

Q１

活動をしていて、良かったな・嬉しいなと思うのはどんなときですか？

　人前で歌や踊りをさせてもらうということ自体が幸せだなあと感じます。
　村田英雄さんの「皆の衆」や坂本冬美さんの「祝い酒」、「佐渡おけさ」、「真室川音頭」などなど皆さ
んが良く知っている曲を披露することが多いのですが、一緒に歌ってくれたり手拍子をしてくれたりと、楽し
んでいただいている様子を目の当たりにすると本当に嬉しいです。

Q2

　新型コロナウイルス感染症の影響でしばらくお休みしていた活動も、8月以降は徐々に再開していくとの
こと。取材当日は数か月ぶりの練習日となりましたが、体に染みついた踊りはブランクをまったく感じさせ
ないものでした。これからも踊りと音楽で南魚沼に笑顔を届けていただきたいと思います。

＜ 編集より ＞

これからボランティアを始めようとしている方々へメッセージをお願いします。Q3
　家庭や職場以外に居場所を作れるという点も、ボランティアの良いところだと思います。
　私たちのような音楽を楽しむ団体は、歌や踊りそのものが自分たちのストレス発散にもなるので良いと思
います。

扇子を手に、華麗に舞う皆さん。 活動再開への第一歩を踏み出しました。

● 居宅介護支援事業所　　☎773-6925
● 養護老人ホーム魚沼荘　 ☎775-2022

発行：南魚沼市社会福祉協議会　〒949-6636 南魚沼市小栗山３０３番地1　☎773-6911　FAX 773-2223
E-mail：info@mu-shakyo.or.jp　ホームページ：http://www.mu-shakyo.or.jp/ 検索南魚沼市社協

● 本所　　　 ☎773-6911
● 塩沢支所　 ☎782-2007

● 大和支所　　　　 ☎779-2278
● 訪問介護事業所　 ☎788-1040

この「みなみうおぬま社協だより」は、
社協会費と共同募金配分金を活用
して発行しています

南魚沼市社会福祉協議会問合せ先

社会福祉協議会は、住民の皆様の参加と関係機関・団体との協力により
「誰もが安心して暮らせるふくしのまちづくり」を進める、社会福祉法（第１０９条）に定められた民間団体です。

ホームページ facebook


