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みんなで助け合い 安心して 暮らせるまち 
●ボランティア交流会
ボランティア活動者を対象に、お互いの活動の理解を深め
る交流会を開催します。［39名参加］

●車いすの無料貸出
ちょっとしたお出かけ時や一時的な利用
にお貸ししています。［121件貸出］
●ふれあいバス旅行
65歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、日帰りバス旅行
を実施します。［80名参加］
●敬老金の贈呈
99歳以上の皆さまへ祝い金を贈呈します。［17名贈呈］
●社会見学
身体障がい者の皆さまを対象に日帰りバス旅行を実施しま
す。［105名参加］
●子ども会活動の援助
子ども会活動中の傷害・賠償責任を補償する子ども会安全
共済会の加入を補助します。［2,696名加入］
●ふれあい親子の集い
ひとり親家庭の親子などを対象にふれあい親子の集いを
実施します。［32名参加］
●中学校卒業生徒へ祝品贈呈
ひとり親家庭などの中学校卒業生徒へ祝品を贈呈します。
［25名贈呈］
●福祉団体などへ助成
福祉団体やふれあいいきいきサロンへ助成します。
［福祉団体10か所、民間保育所１か所、町内会32か所、ふ
れあいサロン３か所］

低所得等で資金にお困りの方に、生活福祉資金・小口資金
などの貸し付けを行います。
［相談件数43件］

ケアマネジャーが介護を必要とされる方のケアプランを作
成し、さまざまな介護サービスの連絡・調整を行います。［ケ
アプラン作成 延べ390件、認定調査 延べ39件］

●訪問介護事業
要支援・要介護認定を受けた高齢者の居宅へホームヘル
パーを派遣し訪問介護を行います。
［ホームヘルパー派遣 延べ519名］
●介護予防・日常生活支援総合事業
訪問型サービスＡの指定事業者として、要支援者の方を対
象に掃除や洗濯等の生活支援サービスを提供します。

障がいのある方へホームヘルパーを派遣し訪問介護を行
います。［ホームヘルパー派遣 延べ29名］

障がいのある方のいろいろな相談に応じ、情報提供や助言
を行います。
［相談支援利用者374名、相談件数 延べ1,111件］

「お互いさま」と思える暮らしやすい地域をみんなで作るお
手伝いをします。平成29年度より「かにえまるごとサポート
センター」を開設しました。

※平成28年度事業報告と決算は本会において閲覧することがで
　きます。

かにえかにえ

共同募金配分事業

居宅介護支援事業

居宅介護事業

障がい福祉サービス事業

障がい者相談支援事業（町受託事業）

生活支援体制整備事業（町受託事業）

資金貸付事業

NEW

NEW

翌年度への繰越額 119万円 ※1万円未満を四捨五入しています

寄附金収入
79万円

経常経費
補助金収入
3,160万円

受託金収入
1,217万円

貸付事業収入
10万円

事業収入
139万円

介護保険
事業収入
1,728万円

障害福祉
サービス等
事業収入
1,512万円

受取利息
配当金収入
3万円

基金積立
資産取崩収入
727万円

前期末支払
資金残高
515万円

会費収入
525万円

法人運営事業
3,036万円

地域福祉
推進事業
1,042万円ボランティア活動

育成事業 45万円
共同募金配分事業
841万円

資金貸付事業
33万円

居宅介護支援事業
579万円

居宅介護事業
1,641万円

障がい福祉
サービス事業
64万円

障がい者
相談支援事業
1,601万円

生活支援体
制整備事業
612万円

平成29年度

予算

かにえの福祉 2017.7月号
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みんなで助け合い 安心して 暮らせるまち 

●会議の開催
理事会（業務執行機関）、評議員会（議決機関）を開催します。
また、評議員選任・解任委員会を設置します。
［理事会４回、評議員会４回、監査１回、評議員選任・解任委
員会１回］　
●自主財源の確保
皆さまにご協力いただく会員制会費、福祉愛応援シールや
福祉基金により、自主財源を確保します。
［会員制会費5,246,250円、福祉愛応援シール77,674円、
福祉基金320,394円］　
●広報
広報紙｢笑顔～かにえの福祉」の発行やホームページの運
営を行います。［広報紙年４回発行］
●音訳版・点訳版広報を配布
音訳グループと点訳グループのご協力を得て、社協や町の
広報紙等の音訳ＣＤや点字作成を行い、視覚障がい者の皆
さまへお届けします。
●フードバンクの利用
ＮＰＯ法人セカンドハーベスト名古屋と社協が協定を結び、
生活にお困りの方に食料品をお届けします。
［14件利用］
●入浴助成事業（町受託事業）
町内に住所を有する60歳以上の方で入浴に支障のない方
に対し、尾張温泉東海センターで入浴できる利用証と回数
券を発行します。
［利用証発行186名、回数券発行464名］

●会食会
65歳以上のひとり暮らし高齢者等を
対象に、長寿会連合会の皆さま方の
ご協力を得て、月１回、食事と温泉入浴・余興をお楽しみい
ただけます。［延べ565名利用］

●配食サービス（町受託事業）
65歳以上のひとり暮らし高齢者等を
対象に、業者による安否確認を兼ねた
昼食用のお弁当を自宅まで毎週月曜日から金曜日の内、希望
日にお届けします。［延べ9,095食利用］
●友愛訪問活動
65歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に、地域の方が
訪問する見守り活動です。［延べ3,393件訪問］
●日常生活自立支援事業（県社協受託事業）
認知症高齢者等で判断能力が不十分な方に、福祉サービ
スの利用援助や日常的な金銭管理等のサポートを行います。
［相談３件］
●心配ごと相談事業
弁護士による法律相談(月２回)と民生委員による心配ごと
相談(月１回)を行います。
［法律相談106件、心配ごと相談３件］
●戦没者追悼式事業
先の大戦における本町の戦没者等に対し、御霊を追悼する
とともに、恒久平和を祈念するため戦没者追悼式を行いま
す。［68名参列］

●ボランティアセンター
ボランティア登録、連絡調整やボランティア活動保険の加
入を行います。［32団体1,447名、個人37名登録］
●福祉実践教室
小学生が車いす・盲導犬・手話・点字の体験学習を行います。
［1,304名参加］
●青少年ボランティア体験学習
中学生・高校生が、町内の保育所や高齢者福祉施設でボラ
ンティアを体験します。［131名参加］
●各種講座
手話講座や入門講座などを開催し、ボランティアを育成し
ます。［３講座51名参加］

社協のこれから（計画・予算）とこれまで（報告・決算）

法人運営事業

地域福祉推進事業

ボランティア活動育成事業

翌年度への繰越額 513万円
会費収入
525万円 寄附金収入

40万円

経常経費
補助金収入
2,526万円

受託金収入
333万円

事業収入
82万円

介護保険事業収入
1,717万円

障害福祉
サービス等
事業収入
876万円

受取利息
配当金収入
2万円

基金積立資産
取崩収入
1,068万円

その他の活動による
収入 34万円

前期末支払資金残高
397万円

法人運営事業
2,596万円

※1万円未満を四捨五入しています

地域福祉
推進事業
599万円

ボランティア活動
育成事業 42万円

共同募金配分事業
730万円

資金貸付事業
22万円

居宅介護事業
1,458万円

居宅介護
支援事業
515万円

障がい福祉
サービス事業
16万円

障がい者
相談支援事業
1,016万円

生活支援体制
整備事業
94万円

平成28年度

決算

［　 ］内は平成28年度の実績

特集

かにえの福祉 2017.7月号
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参加者募集

団塊の世代が75歳以上となる2025年を目
途に、要介護状態となっても住み慣れた地
域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続
けることができるよう、住まい・医療・介
護・予防・生活支援が一体的に提供される
仕組みのこと 

詳しくは、蟹江町ホームページ＞組織でさがす＞教育課＞
蟹江町小中学校通学区域一覧表をご覧いただくか、お問い
合わせください。

この７月からボランティア交流会を毎月１回、まちなか交流センターで行います。
新たな発見やつながりができるかもしれません。ぜひご参加ください。

ボランティアさんから「他のボラ
ンティアさんと交流を持ちたい」
とお話しいただいたことをきっか
けに、ボランティア活動者がお互
いの活動を知り、つながりが生ま
れることを願って今まで３回の交
流会を行いました。毎回新たなメ
ンバーが加わってボランティア活
動について話し合っています。

行政職員から社会福祉法人施設長
に転身し、現在は大学非常勤講師。

ボランティア交流会

地域包括ケアシステム「自分たちの未来を創る」
～安心して暮らしていくための地域づくりを考えるワークショップ～

学ぼう・話そう

９月12日（火）午後１時30分～３時30分
蟹江町産業文化会館
蟹江中学校区にお住まいの方

蟹江中学校区

９月７日（木）午後１時30分～３時30分
蟹江中央公民館
蟹江北中学校区にお住まいの方

蟹江北中学校区
日　時
場　所
対象者

定　員：
締　切：
参加費：

各回50名
8月25日(金)までに社会福祉協議会 TEL96-2940 ※定員になり次第締め切ります。
無料

ボランティア交流会とは…

第４回 ７月28日（金）  ボランティアの拠点としての多世代交流施設に望むこと
第５回 ８月25日（金）  ボランティア活動の最初の一歩を踏み出すために
第６回 ９月22日（金）  ボランティア活動を楽しみながら続けるには
午後１時30分～３時30分
まちなか交流センター
主に蟹江町内で活動しているボランティアグループと個人
各回15名
ひとり100円（お茶代）
各回の１週間前までに蟹江町社会福祉協議会 TEL96-2940

ひ に ち
テ ー マ

時 間
場 所
対 象
定 員
参 加 費
申 込 み

リニューアル

昨年度も講師として来町され、全国でもご活躍されている塚本鋭裕氏に地域包括
ケアシステムについてお話しいただいた後、参加者の皆さんで｢安心して暮らし
ていくための地域づくり｣のワークショップを行います。一緒に元気なまちづく
りを考えてみませんか？ 

つかもととしひろ

つかもととしひろ

塚本鋭裕氏

近鉄名
古屋本

線

JR関西
線

西
尾
張
中
央
道

蟹
江
川

蟹江北中学校区

蟹江中学校区

地域包括ケアシステムとは…

蟹江小学校区
舟入小学校区
新蟹江小学校区

蟹江中学校区

須西小学校区
学戸小学校区

蟹江北中学校区

かにえの福祉 2017.7月号
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参加者募集

夏休みを利用してボランティア体験学習を開催します。
この夏休みに、ボランティア体験を通して新たな一歩を
踏み出してみませんか。

ボランティア体験でどんなことをするのか、どんな施設があるのか
について学びます。施設の担当職員とのミーティングも行います。

特別養護老人ホーム………施設内の見学、ティータイムや昼食、入浴の手伝いなどを行います。
デイサービス………………利用者のお迎えをしたり、入浴や食事の手伝いを行います。
介護老人保健施設…………施設内の見学、レクリエーションや昼食、入浴の手伝いなどを行います。
保育所………………………保育の手伝いやプールの掃除などを行います。

高齢者施設や保育所など、各施設でボランティア体験をします。

※１ 定員を超えた場合などは抽選することがあります。
※２ カリヨンの郷、セーヌ蟹江では昼食を依頼できます。（希望する場合は費用がかかります）

ボランティア体験が終了したら本会へ感想文を提出してください。

この夏、ボランティアで新たな一歩を！
夏休みボランティア福祉体験

対 象 者
参 加 費

申込方法

蟹江町在住の中学生および高校生
無料
町立中学校へ通っている方は７月５日（水）までに在籍する学校へ、
町外の学校に通っている方は７月14日（金）までに蟹江町社会福祉協議会へお申込みください。

Step 1 研修会参加

Step 2 ボランティア体験

Step 3 感想文提出

８月９日（水）
８月10日（木）

15:00～16:50

ひにち（1日選択） 時　間 場　所

蟹江町産業文化会館

カリヨンの郷・須成（特別養護老人ホーム）
カリヨンの郷・新千秋（デイサービス）
セーヌ蟹江（介護老人保健施設）
蟹江保育所
蟹江西保育所
蟹江南保育所
舟入保育所
新蟹江北保育所
須成保育所

８月18日（金）
８月22日（火）
８月23日（水）
８月24日（木）
８月25日（金）

8:20～16:00
8:15～16:00
8:20～16:00

9:00～15:10

20名
10名
20名

150名

各自または330円

各自または432円

各自

体験施設（内1か所） ひにち（内1日） 時間 定員※1 昼食※2

初めてのボランティアだったのでとても緊張していたけれど、子どもたちが「一緒にあそぼ」と声

をかけてくれて緊張がほぐれていきました。少し大変なこともあるけれど、子どもたちと一緒に

遊んで、笑って、やりがいがあるなと思いました。そして、ボランティアをすることで自分も相手

も笑顔になれるから、この経験を活かしてボランティアをどんどんしていきたいです。

昨年度の感想 保育所・蟹江北中１年生（当時）

かにえの福祉 2017.7月号
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　福祉バザーの収益は、赤い羽根共同募金へ寄付され、蟹江町の地域福祉活動のため
に使われます。ぜひ、皆さまのご協力をお願いします。なお、お持ちいただくのが困
難な場合は、受取りに伺います。

去る３月２７日の評議員選任・解任委員会において評議員の改選がありました。
また、６月１３日の評議員会及び理事会において、会長・副会長始め理事及び監事が選任
されました。新役員は次の方々です。

７月３日(月)～10月13日(金)（土･日･祝休み）
午前８時30分から午後５時15分まで
町社会福祉協議会（総合福祉センター内）

食品、大型の物、中古品、衣類、ガラス製
品、ぬいぐるみ

日　時 11月４日（土）
 午前10時～11時45分
 ※終了時間が前後する場合 
 があります。
場　所 蟹江中央公民館内ロビー

「かにえの福祉」のため、あなたの応援を待っています

バザー物品の提供にご協力ください

新役員の紹介（順不同・敬称略）

福祉クイズ福祉クイズ？？？？
４月に設立された
「かにえまるごとサポートセンター」の
利用会員になれるのは？

期　間

場　所
取り扱えないもの

平成29年4月1日現在

平成29年6月13日現在

会　長　　　年額５０，０００円
副会長　　　年額２０，０００円
理事・監事・評議員
会議１回出席につき３，０００円

役員報酬

〒497-0044　蟹江町大字蟹江新田字佐屋川東46番地
社会福祉法人蟹江町社会福祉協議会「福祉クイズ」係

ま る ご と笑顔～かにえの福祉141号（4月号）の正解は　　　　　　　でした。多数のご応募ありがとうございました。

ハガキに①クイズの答え②郵便番号③住所④氏名⑤年齢⑥電話番号⑦広報
紙「笑顔～かにえの福祉」の感想や社会福祉協議会へのご意見を書いて下
記までお送りください。

正解者の中から抽選で１名様に図書カード(1,000円)・５名様に福祉 愛 応援
シールを差し上げます。抽選結果は発送をもって代えさせていただきます。
〈締切〉平成29年7月31日（月）（当日消印有効）
※お預かりした個人情報は厳正に管理のうえ、図書カード等の発送のみに使わせていた
　だきます。
※お寄せいただいた内容は、本会のホームページや「笑顔～かにえの福祉」で紹介させ
　ていただくことがあります。

♡
ア　要介護の認定を受けている方
イ　要支援の認定を受けている方
　　または基本チェックリストで
　　援助が必要と認められた方

ヒント：８ページ

福祉バザーの開催日物品受付

会　長 飯田　數義 （学識経験者）
副会長 大笹　秋夫 （身体障害者福祉会代表）
理　事 佐藤　　 茂 （議会代表）
理　事 佐藤　　 豊 （区長・町内会長代表）
理　事 谷中　ひさ子  （民生児童委員代表）
理　事 牧田　日出男 （商工会代表）
理　事 鈴木　竜世 （三師会代表）
理　事 山田　久子 （婦人会代表）
理　事 加藤　勝博 （長寿会連合会代表）
理　事 近藤　洋成 （社会福祉事業経営団体代表）
理　事 山口　道子 （ボランティア代表）
理　事 橋本　浩之 （行政代表）
監　事 金井　春夫 （民生児童委員代表）
監　事 鈴木　孝治 （学識経験者）

評議員 安藤　洋一 （議会代表）
評議員 芝　　 仁繁 （区長・町内会長代表）
評議員 髙阪　義男 （区長・町内会長代表）
評議員 石原　博義 （区長・町内会長代表）
評議員 服部　幸夫 （区長・町内会長代表）

評議員　山田　洋子 （民生児童委員代表）
評議員　志治　義行 （民生児童委員代表）
評議員　水野　静香 （民生児童委員代表）
評議員　馬場　千里 （民生児童委員代表）
評議員　服部　保男 （学校長代表）
評議員　寺西　　 功 （ＰＴＡ代表）
評議員　伊藤　幸與 （婦人会代表）
評議員　戸谷　貞子 （心身障害児（者）保護者会代表）
評議員　伊藤　峰雄 （遺族会代表）
評議員　吉田　春芳 （保護司会代表）
評議員　上田　慶子 （保育所長・幼稚園長代表）
評議員　野呂　孝子 （ボランティア代表）
評議員　疋田　由紀子 （子ども会代表）
評議員　渡邉　ゆかり （母子福祉会代表）
評議員　水野　久夫 （社会福祉事業経営団体代表）
評議員　鈴木　正勝 （学識経験者）
評議員　工藤　健三 （学識経験者）
評議員　服部　維子 （ライオンズクラブ代表）
評議員　八木　章吉 （農業協同組合代表）
評議員　鈴木　　 敬 （行政代表）
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ほ つ と だ よ り

日常生活でお困りのことがありませんか？

ご寄付ありがとうございました
母子福祉会（ひまわり会）に
入会しませんか

母子家庭・寡婦の方

メロン狩りに
でかけましょう！

身体に障がいをお持ちの皆さまへ

カリヨンの郷 
夏祭りに遊びに来て！

さと

無料

法律相談（予約制） 心配ごと相談（予約不要）

場　　所
相談時間
予約方法

受付時間

総合福祉センター2階
午後1時～3時（1件あたり20分程度）
相談したい月の前月1日から電話予約（TEL96-2940）ができます。
※1日が土・日・祝にあたる場合は次の平日から
月曜日～金曜日（祝日を除く）　午前8時30分～午後5時15分

相  談  日

場　　所
相談時間

7月25日、8月22日、
9月26日の火曜日
産業文化会館3階
午前10時～午後3時

相談日
第2火曜日
第4火曜日

7月
11日
25日

8月
8日
22日

9月
12日
26日

●民生委員・児童委員が応対します●弁護士が応対します

金銭
トラブル

不動産の
問題

遺産をめぐる
トラブルを防ぐには
どうしたら…

判断能力が
十分でなくなった
ときの財産管理は
どうしよう…

誰かに話を
聞いて欲しい…

どこに
相談していいのか
分からない

“小さな善意で大きな愛の輪”募金運動
ピアゴ蟹江店様…………………………30,293円
名古屋ヤクルト販売株式会社様…………5,643円
経福会様…………………………………50,000円

日　　時 ９月10日（日）午前８時出発
 雨天決行
 役場北側駐車場へ集合
 午後５時30分帰着予定
行 き 先 愛知県蒲郡市（オレンジパーク）他
対 象 者 蟹江町在住で身体障害者手帳をお持ち 
 の方
 ※介助者が必要な場合は１名まで参加 
 できます。
参 加 費 ひとり3,000円
 （当日お支払いください）
募集人数 150名（応募者多数の場合は抽選）
申 込 み ８月10日（木）までに
 蟹江町社会福祉協議会
 TEL96-2940　FAX95-7986
そ の 他 車椅子リフト付き観光バスも利用します。 
 （車椅子座席数に制限あり）

模擬店、盆踊り、お楽しみ抽選会など、大人も子どもも楽
しめる宵祭りです。ご家族、友達同士でぜひ遊びに来て
くださいね。『熱い！夏祭り』を一緒に楽しみましょう。

日　時 ８月20日（日）午後3時～５時３０分(予定)
場　所 老人福祉施設「カリヨンの郷」内（今字伊勢苗代）
問合せ カリヨンの郷　TEL95-8830

子どもの成長と生活の向上をめざして互いに交流を深め
ています。ぜひ、この機会に入会しませんか。

年会費　１世帯５００円
問合せ　母子福祉会（ひまわり会）事務局　TEL96-2940

親子ボウリングの集い
社協主催の事業（交流イベント等）に参加
小中学校入学者への祝品贈呈
ケーキづくり体験など

主な事業・活動

〈先着200名様〉「　　　かにえの福祉を見たよ」
という方にはジュースをプレゼント！！

平成29年3月15日～6月19日（受付順）
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★町総合福祉センター内

正面玄関から入って
左奥に事務室があります。

学戸西 学戸

N

は皆さまからいただいた会費によって年4回（4・7・10・1月号）発行しています。

音訳（録音）版・点訳（点字）版もあります。ご希望の方はお問い合わせください。

社会福祉法人蟹江町社会福祉協議会

総務係・地域福祉係
かにえまるごとサポートセンター0567（96）2940
居宅介護支援事業所・訪問介護事業所
障がい者相談支援事務所 96-3736
※局番をお確かめのうえおかけください。間違い電話は大変迷惑となりますので、ご協力をお願いします。

E-mail:k_syakyo@clovernet.ne.jp かにえ社協http://www.kanie-syakyo.jp/

95-7986

ろく ふ　　く　　し

FAX番号
（共通）

〒497-0044 
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字佐屋川東46番地
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あなたの地域にも「ふれあいサロン」を作りませんか？
問合せ　蟹江町社会福祉協議会　0567-96-2940

日　時 毎月第１・３水曜日
 9:30～11:30
場　所 藤丸公民館
 （須成字藤丸1983番地22）
対象者 藤丸団地および近隣にお住ま
 いの方
利用料 100円
特　徴 多くの参加者で賑わって、楽  
 しくお話しなどをしています。

日　時 毎週火・木・土曜日
 10:00～11:30
場　所 川西公民館
 （蟹江本町字川西24番地８）
対象者 どなたでも
利用料 川西地区在住の方年会費2,000円
 川西地区以外の方年会費3,000円
特　徴 みんなで楽しく良い汗をかける  
 体操をしています。

川西健康づくりクラブ

日　時 毎月第１水曜日
 10:00～12:00
場　所 南蟹江団地集会所
 （南二丁目176番地）
対象者 町内在住者および近隣にお住まいの方
利用料 100円
特　徴 地域の方々が集まって交流しています。楽しく話し 
 たり情報交換したり、にぎやかな環境です。

日　時 毎週火・金曜日
 10:00～15:00
場　所 近鉄蟹江駅前通発展会内
 （城四丁目403番地）
対象者 どなたでも
利用料 100円
特　徴 楽しいイベント・新しい遊び 
 が盛りだくさん。いつも新鮮 
 な気持ちで参加できます。

かにまるサポーターが
あなたの困りごとをお助けします！

　この４月に立ち上がった「かにえまるごとサポートセンター」では、手助けをして
ほしい人（利用会員※）と手助けをする人（かにまるサポーター）の支え合い活動を連
絡調整しています。
※利用会員：要支援１、２の認定を受けている方または基本チェックリストで援助が必要と認められた方

　４月27日(木)、28日(金)は地域支え合いサポーター養成講座を社協で初めて開催し52名の方が参加されました。その
後、かにまるサポーターとして登録された方は43名です。
　「地域で自分にできることがあれば何かお手伝いしたいという想いがあったのですが、なかなか一歩が踏み出せず、今
回勇気を出してサポーター登録しました！」と言ってくださった方もいらっしゃいます。
　住民同士のつながりを大切にし、支え合いのある地域づくりを目指していきます。お困りごとがある方は「かにえまる
ごとサポートセンター」までぜひご連絡ください。

ふれ愛サロンの会ふれあいサロン藤丸

東大海用ふれあいサロンの会友愛みなみ
日　時 毎週木曜日もしくは金曜日、
 毎月1回日曜日にも開催　
 10:00～12:00もしくは
 13:00～15:00
場　所 東大海用ふれあい会館（蟹江新田字道西90番地１）
対象者 東大海用町内会全域および近隣にお住まいの方
利用料 50～100円
特　徴 ４月にできた新しいサロンです。勉強会などのいろ 
 いろなイベントをしています。

ふくちゃんの　　より情報耳

かにまる通信

▲講座の様子
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