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仲間たちと

キラリ と光る！

NPO法人コモンビートとダンスの練習をするブロッサムの仲間たち

枚方市社協では︑赤い羽根共

同募金︑歳末たすけあい募金の

一部を活用して︑﹃地域の居場所

づくり支援助成﹄をしています︒

ブ ロ ッ サ ム︵ 杉 浦 悦 子 代 表 ︶

は︑知的障害のある人を対象に

音楽やダンスなど︑さまざまな

体験を通じて︑自立と社会参加

を目指している団体です︒

杉 浦 代 表 は︑
﹁みんなで話し

合いを重ねた結果︑園芸ボラン

ティアを立ち上げることになり

ま し た︒ メ ン バ ー は︑ ボ ラ ン

テ ィ ア を 受 け る 側 だ け で な く︑

する側を経験したことで︑自分

FAX

844 2443
845 1897

たちが必要とされている大切さ

TEL

を知りました︒メンバーが経験

総務課

して得たことを今後の活動やそ

問い合わせ

れぞれの生活に役立てたい﹂と

詳細は６ページへ

助成金を活用した
「ブロッサム」
の活動
話していました︒

枚方市社協では、さまざまな
団体の福祉活動を応援してい
ます。また、助成金を活用し
たい事業について、相談に応
じます。

理 念

「誰もが、安心して暮らせる福祉のまちづくり」

■ 地域共生社会の推進

地域のあらゆる住民が互いに支え合いながら、一人ひとりが自分
らしく活躍できる地域づくりの推進をめざします。

■ 変化する課題に柔軟に対応できる組織づくり

内容については
次号（９月号）に
掲載します。

地域を取り巻く環境の変化によって福祉課題も複雑、多様化する中、本会の役割は一層重要と
なっています。本会としてできること、すべきことを的確に捉え、柔軟に対応できる組織づく
りを行います。

kyo

社会福祉法の改正において、事業運営における透明性の向上が求められています。財務諸表や
現況報告書の公表とともに、基金等を活用して、社会福祉事業への計画的な投資を行います。

詳しくは、枚方市社協ホームページに掲載しています。

問い合わせ

http://www.hirakata-shakyo.net/main/

TEL 844 2443 FAX 845 1897

ひらかた社協だより 2 第136号

総務課
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経営戦略プログラム 第３期（ 平成29年度〜
策定しました
平成33年度 ）

ーアルをするとともに︑
ＳＮＳ
︵

ta ーs h a

ひらかた社協だより 3 第136号

など︶を導入し︑福祉活動への理解を深め

h ir a k a

主要な事業

てもらうため︑社協や地域の情報をタイム

リーに発信します︒

yo

地域における総合相談・
支援体制づくり

● 広報紙の発行「ひらかた社協だより」を年に４回
発行しています（全戸配布）
● ホームページの運営
福祉情報をホームページにて発信しています
shak

事務の効率化

a ta ー

3

1

■ 透明性の向上

めに活用しています。

h ir a k

地域の課題やニーズの早期発見︑制度の

あら！びっくり

会計事務全体の効率化を図るとともに各

kyo

補助金

131,733千円
（11.55%）

狭間への支援として︑地域担当職員﹁ＣＯ

ta ーs h a

受託料

383,052千円
（33.60%）

介護保険・障害
福祉サービス等事業
415,653千円（36.46%）

３つの方針

h ir a k a

サロン」や子育て世代

事
こんな
にも

会費・寄附金
21,605千円
（1.90%）

は会員証をお渡ししています。

が、主催する高齢者を

などの活動や運営のた

住民会員

前期未払い
資金残高
4,590千円
（0.40%）

事業・負担金
15,216千円
（1.33%）

１口以上ご協力いただいた方に

各校区福祉委員会

戸惑う
サロン」
、世代間交流

法人賛助会員

長期預かり金
差入保証金
2,000千円（0.18%）

利息・その他
40,998千円
（3.60%）

種相談業務のシステムを導入するなど︑業

校区福祉委員会活動

を対象とした「子育て

レットの作成などに活用
しています。

ひらっぴー

会 費 の 使 い 道 は ？

対象とした「いきいき
hirakataーshakyo

地域で集められた会費
の50％は、地域の福祉活
動に活用しています。
その他にも、社協だよ
りの発行や社協リーフ

退職手当積立金預け金取崩

98,950千円（8.68%）

Ｗ︵コミュニティワーカー︶
・ＣＳＷ︵コ

またね〜

枚方市社協
イメージキャラクター

基金・積立資産等取崩

26,280千円（2.30%）

務全般の効率化と情報の共有化を図ります︒

844 2443
FAX 845 1897

TEL

11億4,007万7,000円

ミュニティソーシャルワーカー︶
﹂の体制

総務課
困る

問い合わせ

500円未満

収入計

子育て支援事業

8,265千円（0.73%）

を強化し︑出張相談の増設や関係機関や団

福 祉 協hirakataーshakyo
力金

hirakataーshakyo

121,097千円（10.62%）

その他︑社会福祉法改正に伴う法人の体

年額 1 口

地域福祉推進事業

高齢者福祉事業

143,903千円
（12.62%）

体との積極的な連携により︑地域に根ざし

法人賛助会員

ボランティア
活動推進事業
11,685千円（1.02%
2%）

制強化や︑権利擁護に関する事業の推進︑

入会時のみ

総合福祉会館
管理運営事業
176,031千円
（15.44%）

災害時の対応︑ボランティア活動の推進︑

特別住民会員

500円
20,000円
10,000円

業
障害児・者福祉事業
400,080千円
（35.1%）

地域活動支援センターの強化など︑各事業

年額 1 口

法人運営事業
247,291千円
247
（21
21.69%）

セーフティーネット事業
ト事業
31,725千円（2.78%
8%）

2

情報発信力の強化

住 民 会 員

社会福祉協議会では︑住民一

会費・協力金の額

人ひとりの主体的な参加によ

会員の種類

り︑福祉活動を進めていくため

5,806,234円
あわてる
（28.76%）

2,018万悩み
6,234円

に会員制度を導入しています︒

福祉協力金

合計額

この会費は︑地域福祉事業の大

hirakataーshakyo

切な活動資金となります︒

12,960,000円
（64.20%）

ひとりでも多くの人に趣旨に

法人賛助会員
1,380,000円
（6.84%
）
hirakataーshakyo

ご賛同いただき︑会員加入と地

住民会費

域福祉の推進にご協力をお願い

特別住民会費
40,000円（0.20%）

します︒

平成28年度 実績

11億4,007万7,000円

計画に基づいて実施します︒

7 月 1 日~ 7 月 31 日（強化月間）

募集期間

支出計

社協だよりの充実やホームページのリニュ

〜地域福祉のためにあなたもできるボランティア！〜

事業計画・予算

平成29年度 枚方市社会福祉協議会

た支援体制づくりに取り組みます︒

住民会員加入へのご協力をお願いします !

気軽に
ご相談を

地域の福祉お助けマン!

いきいきネット相談支援センター

みんなが思い思いの時間を

過ごすフリーサロン

東香里校区福祉委員会︵福間

眞智子会長︶では︑毎月２回︑

地域住民を対象にフリーサロン

花見会ができました︒みんなで

落ち着いた雰囲気の

菅原東校区福祉委員会︵宮原

楽しみながら︑新しい出会いや

97

菅原東
校区

キャンパスでお花見会を開催

保子会長︶では︑４月８日に︑

つながりを作っていきたいと思

ひらかた社協だより 4 第136号

大阪国際大学枚方キャンパス

ひらかた社協だより 5 第136号

毎月第１
（木）午前11時 12時

います﹂と宮原会長は話してい

東香里元町会館
（Vタイム）

で︑ 世 代 間 交 流 を 実 施 し ま し

毎月第４
（金）午前10時 12時

﹁Vタイム﹂を開催しています︒

毎月第３
（水）午前10時 12時

特製手袋をはめて「かえるのよ
まわり」を大合唱！（写真上）
多彩な芸に子どもたちも見入っ
ていました（写真右）

ました︒

香里ヶ丘さくらぎ街集会所
（さくらぎサロン）

た︒小学生から高齢者まで 人

毎月第３
（木）午前10時 12時

Vタイムは︑参加者一人ひと

開催日等は社協へお問い合わ
せください。

が集まりました︒

蹉跎東コミュニティカフェ
開催時

りに時間を自由に過ごしてもら

毎月第２
（火）午前10時 12時

午後１時 ３時

国際大の移転後︑学生が行き

毎月５日

交う風景はなくなりましたが︑

香里会館
（いきいきサロン）

いきいきとした自然が残る校内

では今年も桜が満開に︒
﹁ 住民

桜丘北福祉会館
（ふれあい喫茶） 毎月第２
（火）午前10時 12時

うため︑開催時間中の出入りも

社協の担当コミュニティソー

の皆さんに喜んでいただけた

ら﹂との大学側の計らいで︑桜

南 部

毎月第１
（木）午前10時 12時
※１・５月は第２
（木）

自由になっています︒

体をほぐした後︑参加者同士で

シャルワーカー︵ＣＳＷ︶が福

時〜

が間近に見える部屋が用意され

ました︒

満員の会場では︑山吹流銭太

鼓同好会が銭太鼓をはじめ獅子

毎月第１
（月）午後１時 ３時
※１・８・９月は除く

舞や南京玉すだれなど︑多彩な

中宮自治会館
（いこいの広場）

福祉委員による体操などで身

おしゃべりや囲碁︑工作︑手芸

祉 に 関 す る 相 談 会︵

福間会長は︑
﹁ みんなでテー

等︑お茶を飲みながら自由に過

参加者が少しでも参加しやす

ブルを囲んだり︑予告なしの楽

時︶を行っています︒

いようにと︑日時を定例化し︑

しい催し物などがあります︒気

ごします︒

会場も校区内の２カ所で開催し

軽にお茶しませんか﹂と話して

尊延寺公民館
（ほっと館）

ています︒

菅原東自治会集会所
（ぶらっとホーム）

毎月第４
（木）午前10時 12時

伝統芸を繰り出すと大きな歓声

枚方市総合福祉センター

いました︒

津田駅前区集会所
（ティールームひばり）

毎月第２
（水）午後１時 ３時

があがりました︒

東 部

渚西集会所
（ぷらっと）
山田会館
（木曜サロン）

演技に使うバチや玉すだれの

毎月第３
（火）午前11時 12時

毎月第２
（日）午前10時 12時

小道具を見た子どもたちから

楠葉生涯学習市民センター
（くずはサロン）

枚方宿くらわんか五六市会場内

﹁それ︑どうなってんの？﹂とい

津田南・菅原東・藤阪・
長尾・西長尾・田口山

う声に︑
﹁そっと触ってみる？﹂

担当校区：菅原・津田・氷室・

中 部

楠葉美咲自治会集会所
毎月第２
（金）午前10時 12時
（あさみ集会所・あさみカフェ）

近隣住民が関係機関と連携して見守り・支援を行っています。

とメンバーが差し出すと︑次々

TEL808 2433

体操で元気づくり

小地域（枚方市では小学校区）単位で、支援を必要とする人に

に子どもたちが集まり︑ミニ体

所在地：地域支援センターゆい内

東香里
校区

校区福祉委員会 〜小地域ネットワーク活動〜

倉本

ＣＳＷ（地域福祉相談員）出張相談会の一覧
北 部

12

（くらもと）

ひと言：出張相談会や自宅への訪問相談
もしています。迷うときこそ、
気軽に電話ください。

TEL844 8866

また︑東香里元町会館では︑

担当者

験 コ ー ナ ー が 始 ま り ま し た︒

所在地：枚方人権まちづくり協会内
（サンプラザ1号館5階）

11

地域の福祉

東部エリア

堀内（ほりうち）

サロンの詳細は左記のとおり︒

地域支援
センターゆい

10

﹁ たくさんの皆さんの協力でお

山之上・香陽・桜丘北・
開成・五常・東香里・川越

明倫・磯島・山田東・
中宮北・山田・交北・
伊加賀

みんなでワイワイ
たこ焼きパーティー

開催日・場所
毎月第１木曜日
東香里元町会館
毎月第４木曜日
京阪住宅自治会館
︵１︑８月及び祝日を除く︶
時 間 午前 時〜午後２時
参加費 100円

担当校区：香里・春日・桜丘・

担当者

枚方市では﹁いきいきネット相

津田駅

京阪交野線

市内全域

談支援センター﹂を設置し︑枚方

TEL807 3448

市社協の﹃コミュニティソーシャ

ひと言：一人で悩まず、気軽に相談
ください。相談者と一緒に
問題と向き合います！
所在地：ラポールひらかた内

担当校区：高陵・枚方・枚二・中宮・

JR学研都市線

枚方市駅

小杉（こすぎ）

ルワーカー︵ＣＳＷ 地域福祉相

担当者

談員 ︶
﹄による相談支援事業を実

蹉跎西・蹉跎東

TEL807 3448

1

枚方人権
まちづくり
協会

担当校区：殿一・小倉・蹉跎・

施しています︒

TEL807 3448

ラポール
ひらかた

寺田（てらだ）

所在地：ラポールひらかた内

18

金久（かねひさ）

ひと言：福祉に関するお困りごとを
気軽に相談してください。
所在地：ラポールひらかた内

南部エリア

京阪
本線

担当者

担当者

ひと言：
「どこに相談したらいいかわか
らない」ことも一人で悩まず、
気軽に相談してください。

樟葉駅

平野・招提・樟葉北・樟葉西・
樟葉南・船橋

地域においてさまざまな困り事

TEL856 9155

北･南部エリア

中部エリア

地域包括
こもれび

担当校区：殿二・樟葉・牧野・西牧野・

や心配事を抱えている人に寄り添

所在地：地域包括社協こもれび内

い︑必要に応じて関係機関や団体

ひと言：相談者に寄り添い、一緒に課題解決に
向けて頑張ります。

と連携しながら︑地域に根ざした

保元（ほもと）

支援に取り組んでいます︒

担当者

相 談 は 無 料 で︑ 来 所 だ け で な

北部エリア

く︑電話でも可能です︒必要に応

枚方人権まちづくり協会 TEL 844‑8866
FAX 844 8799

じて訪問も行います︒相談の内容

問い合わせ

枚方市社会福祉協議会 TEL 807‑3448
地域福祉課
FAX 841‑0182

については︑秘密を厳守します︒

気軽にご相談ください︒

コミュニティソーシャルワーカー

枚方社会福祉
協議会からの

情報掲示板

第38回 枚方ふれあいフェスティバル
笑顔でタッチ！ふれあう喜び！
日 時 ６月４日
（日）午前10時〜午後３時（雨天決行）
場 所 市民会館大ホール・岡東中央公園一帯
内 容
⑴市民会館大ホール
映画上映会「ペット」
（91分）
〜親子で楽しめる愉快な映画〜
上映時間 午前11時30分〜午後１時
入場無料・申込不要
当日、会場へおこしください
⑵市民会館会議室
人形劇（人形劇団「やなぎ」）
ふれあいクッキー教室（おれんじはうす）
⑶岡東中央公園 模擬店・子ども広場・紙すき体験
⑷野外ステージ コーラス、ダンスなど
問い合わせ

枚方ふれあいフェスティバル実行委員会
TEL 813 7781 FAX 813 7782
枚方市社会福祉協議会
TEL 844 2443 FAX 845 1897

ラポールひらかた
図書コーナー企画「お話しサロン」
テーマ 「私のひとり暮らし」
内 容 ホームヘルパーやガイドヘルパーに支えられ
てひとり暮らしをする図書コーナースタッフ
が、転居した後の生活の様子を話します。
日 時 ６月17日
（土）午後２時〜３時
場 所 ラポールひらかた４階 福祉図書コーナー
申込み 不要。当日、会場へお越しください。
問い合わせ

ラポールひらかた４階 図書コーナー
TEL・FAX 844 2442

ひらかたおもちゃ病院共催

光線（赤外線）銃を作ろう!!
内

容 家にあるリモコンを光線銃にリメイクしま
す！
日 時 ８月10日
（木）午前10時〜12時
場 所 ラポールひらかた 研修室１
対象者 小学生（低学年は親と同伴）から中学生
持ち物 リモコン（テレビ、エアコン、扇風機など）、
ドライバー（小型なもの）
費 用 1,000円
定 員 25人（先着順）
申込み ７月14日（金）より、下記ボランティアセン
ターへ電話およびFAXにて申込みください。
※手話通訳等が必要な人は、事前にご連絡ください。
問い合わせ

第27回 ふれあいスポーツ交流会
内

容

スポーツを通して、多くの人たちと交流しま
せんか。運営のお手伝いをしていただけるボ
ランティアも募集しています。
日 時 ７月８日（土）午前10時〜午後３時（雨天決行）
場 所 枚方市立総合体育館
対 象 市内在住・在職の15歳以上で障害のある人
競技種目
個人種目：ペットボトルボウリング・クッキー食
い競走・短距離走
ペア種目：二人三脚・大玉ころがし・電車でゴー
団体種目：玉入れ
参加費 300円（参加賞・保険代等）
主 催 ふれあいスポーツ交流会実行委員会・枚方
市・枚方市社会福祉協議会
申込み 電話かFAXで事務局（地域支援センターゆ
い）まで。
※手話通訳等が必要な人は、事前にご連絡ください。
締切り ６月５日（月）
問い合わせ

地域支援センターゆい
TEL 808 2422 FAX 808 2423

夏休み児童映画大会
（字幕つき）
「アングリーバード」
日 付 ８月３日（木）
放映時間 ※全２回
１回目 午前10時30分〜
（開場９時45分）
２回目 午後１時30分〜
（開場12時45分）
場 所 市民会館大ホール
入場料 無料
対 象 市内在住の幼児・児童とその保護者
※保護者が市内在職でも可
申込み 不要。当日、会場にお越しください。
その他の催し 手遊び
（民生委員・児童委員による）
お知らせ 電話などの事前予約は、個人・団体問
わず行いません。各回、先着1,300人。
大人単独のご入場は、できません。
整理券配布時間（予定）
１回目 午前９時30分 ２回目 午後12時30分
駐車場がありませんので、公共交通機関でご来場
ください。
主 催 枚方市民生委員児童委員協議会
問い合わせ

枚方市ボランティアセンター
TEL 841 0181 FAX 841 0182
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地域福祉課 地域福祉推進グループ
TEL807 3448 FAX845 1897

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり
助成金情報
赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の配分金を活用し、市内で活動するボランティア団体・社会福
祉団体や障害者差別解消対策・地域の居場所づくり支援に取り組む団体に助成を行います。

障害者差別解消対策助成

地域の居場所づくり支援助成

障害があっても安心して暮らせるまちづくりの一環
として、障害のある人が利用しやすい配慮や工夫（合

理的配慮）を行う取り組みに助成します。
枚方市内の店舗や事業所が、障害のある人が店舗等
を利用しやすいように、スロープ板の設置などの段差解

空き家などを有効に活用し、地域の居場所づくりに
取り組む団体に、立ち上げ経費を助成します。
助 成 額：上限100,000円（１回限り）
申請書類：所定の申請書、予算書、団体概要等

消、メニューの点字化や文字の拡大、車いすでも利用
しやすいテーブルの設置などの取り組みに対して助成。
助 成 額：１カ所１回限りで経費の1/2、

申請の際は、
必ず総務課まで
ご相談ください。

上限100,000円
申請書類：申請書、予算書、団体概要等については、
要相談

hi ra ka

ta ーs ha

ky o

申請期間：６月１日（木）から９月29日（金）まで。ただし、予定している助成件数に達した時点で終了します。

ボランティアグループ活動助成
対

福祉活動団体助成

象：市内を拠点に活動する福祉ボランティアグ
ループ
（大阪府共同募金会の他の助成金を受
けたグループを除く）１会につき30,000円

対

わーい

象：市内で草の根的な活動に取り組む社会福祉
団体１会につき30,000円

申請期間：６月１日（木）から23日（金）まで ※必着
申請書類：所定の申請書・前年度活動報告及び決算報告書（書式自由）・当年度活動計画及び予算書（書式
自由）・初回の場合は所定の団体概要

提出先・問い合わせ：総務課 TEL 844 2443 FAX 845 1897
受付時間：月〜金 午前９時から午後５時30分
ホームページアドレス：http://www.hirakata-shakyo.net/
※要領・申請書等については、社協窓口および社協ホームページにて配布します。
他の助成金との併用はできません。
この夏、心の世界をひろげよう!!
ア!!
誰でも、どこでも、楽しくボランティ
子どもから社会人、高齢者まで、
誰もが参加できるプログラムです。
福祉施設や保育所での活動、夏祭
り等の行事の手伝い、ボランティ
アグループでの活動もあります。
ぜひ、この機会にボランティア活
動を通じてたくさんの人と出会い、
自分の世界を広げてみませんか。

「ボランティア体験プログラム 参加者募集」
夏休みを利用してボランティア活動を体験してみませんか?

実施期間
申込方法

7月1日〜9月30日

ひらちゃん

枚方市ボランティアセンターのホームページまたは、生涯学習
市民センターに設置してあるプログラムを見て活動先を決め
「申込書」に記入の上、返信用封筒（82円切手添付）を添えて、
希望日の10日前までにボランティアセンターまで持参してく
ださい。
（窓口：月〜金 午前９時〜午後５時30分まで）

問 い 合 わ せ 枚方市ボランティアセンター TEL 841‑0181 FAX 841‑0182
および申込先 住所 〒573 1191 枚方市新町2-1-35 ラポールひらかた内

ホームページ

http://www.hirakata-shakyo.net/vc/
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ぼらちゃん

こころと心の橋わたし

●地域福祉推進基金

（平成 29 年２月１日〜４月 28 日現在）

善意銀行 善意銀行へのご協力、ありがとうございました。
枚方桜花ライオンズクラブ

枚方市グラウンド・ゴルフ連合会

プロジェクター 一式
テント大・小 各一式

車いす２台

匿名
1,000円
（株）橋詰電気工業所 100,000円
匿名
1,000円
パナソニック松愛会
枚方北支部
36,737円
パナソニック松愛会▶
枚方北支部

●ボランティア・災害救援
活動基金
社会福祉法人 やなぎの里
20,000円

福祉用具の橋渡し
家庭で使用しなくなった福祉用具を必要な人へ橋渡しをします。ただし、
ポータブルトイレ等の衛生用品は、新品以外受け付けていません。運搬
方法などについては、
「あげる人」と「もらう人」の双方で話し合っていた
だきます。

あなたの善意を赤十字に！
赤十字活動資金に
ご協力、お願いします。

hirakataーshakyo

hirakataーshakyo

あわてる

15,955,405円

集められた活動資金は、災害救護活動や献血推進など
社会福祉の増進に大きな役割を果たしております。
hirakataーshakyo
問い合わせ
TEL

807 3017 FAX 845 1897
枚方市赤十字奉仕団事務局

困る

hirakataーshakyo

またね〜

地域福祉課）

次号（９月号）案内
経営戦略プログラム
第３期の内容
第７回ひらかた社協
ふくしフェスティバルの案内
hirakataーshakyo

戸惑う

格：ホームヘルパー２級課程以上修了者/基礎研修
課程修了者/介護職員初任者/介護福祉士など、
いずれかの資格所持者
業務内容：身体介護・家事援助・重度訪問介護など
給
与：身体介護/時給1,920円〜2,400円 時間帯によっ
家事援助/時給1,250円〜1,563円 て異なります
待
遇：労災保険、事務手当、移動手当・特定資格手当
年2回処遇改善費による一時金あり
時
間：6:45〜22:00（シフト制）※直行・直帰可能

在宅福祉課
問い合わせ

T E L ： 072‑841‑6427（9〜20時）
F A X ： 072‑841‑6429（24時間受付）
メール： zaitaku@hirakata-shakyo.net

広告を掲載しませんか?
規格2（タテ45mmヨコ90mm／この枠のサイズ）
組織会員・法人賛助会員32,400円・一般48,600円
（税込）
※規格1〜5まであります。
発行部数185,000部（枚方市全戸配布）
お問い合わせ 総務課まで

TEL 844‑2443 / FAX 845‑1987

わいわいウォークラリーの案内

公募事業助成基金の募集

資格のみで経験のない人でもベテランのヘルパーが、しっ
かりサポート。研修や実技勉強会などを定期的に行って
おり、初めて仕事する人にも働きやすい環境です。

まずは電話・メール等でお気軽にお問い合わせください。

赤十字増強運動の実績

（枚方市社協

ホームヘルパー募集

資

日本赤十字社では、国内は
もとより全世界の平和と福祉
増進のため、人道を旗印に各
種事業を実施しています。
日本赤十字社の創立記念日
（５月１日）から２ヵ月間を
赤十字運動月間として、地域
の皆さまのご協力をお願いし
悩み
ます。
平成28年度

問い合わせ 総務課
TEL 844 2443 FAX 845 1897

hi ra ka

ta ーs ha

ky o

など

※3月1日発刊の「ひらかた社協だより」135号の1面目において、代表者
の氏名に誤りがございました。
誤（梅原智子代表）⇒ 正（梅原知子代表）訂正して、お詫び申し上げます。

あら！びっくり
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