
しき
社協だより

地域
福祉のネットワークで支え合い・助け合い

目　次

・�志木点訳サークル�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
令和５年度点訳ボランティア養成講座
・�学生ボランティア紹介�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
ボランティア活動保険
・�ふれあい健康交流会�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
手話奉仕員養成講習会�基礎課程
・�令和４年度社協会員加入のお礼�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
あんしんサポートねっと�生活支援員募集
たんぽぽ生活応援隊�協力員募集
・�令和４年度赤い羽根共同募金�・・・・・・・・・・・・・・・・６・７
地域歳末たすけあい募金のお礼
・活動紹介�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

今月号

の表紙

令和5年

４
№ ❷⓪❾

社会福祉法人�志木市社会福祉協議会
〒 353-0001 志木市上宗岡 1-5-1（総合福祉センター 1 階）
☎ 048-485-1177　FAX 048-475-0014

FacebookTwitter ホームページ

日本で暮らす外国人のために、日本語

を学ぶ教室が開かれており、高校生も

ボランティアとして参加しています。

今回は、市内で活躍する高校生・大学

生ボランティアを紹介します。詳しく

は３ページをご覧ください。

Instagram

生活支援体制整備事業協議体より
　私たちは館・幸町地区の第２層協議体メンバーです。 

　「館・幸町地区の高齢者が安心して暮らせる地域とは？」をテーマに協議

してきました。具体的には、地域の老人会や高齢者サロンの立ち上げや活動

の支援をしたり、年に１度、講演会を開催したりして

きました。 

　今後も各団体の活動状況をお伺いしながら、地域活

動がより活性化していくようサポートしていきます。 
【以上の寄附は、12月１日から２月28日までのものです】

寄附者 (団体 ) 金　額
96会 1,706円
志木市第二福祉センター 9,435円
匿名 10,000円
埼玉司法書士会志木支部 10,000円
ベッヒレの会　根本マサ子 10,000円
建設埼玉　志木支部 10,000円
志木教会附属泉幼稚園 10,000円

地 域 福 祉 事 業 寄 附 者
皆さまの真心ありがとうございました

（受付順、敬称略）

アナログなボードゲームで
頭脳戦！

『しきやなせがわ
ボードゲーム部』

手先を使って、
たくさん笑って脳トレ

『天使の笑顔』

楽しく体を動かして
健康維持！

『NPO法人クラブ
しっきーず』

次回、柏町・館・幸町で活動する
団体を対象とした体験会を

開催予定！

世代を問わず白熱！

『志木カーレットクラブ』

２月18日（土）の様子
は動画でもご覧いた
だけます。

２月18日（土）

「大人のビタミンクラブ」活動体験会～宗岡地区編～を開催しました！

　総合福祉センターにて、本町・宗岡地区で活動している団体を対象としたイベントを開催しました。当日は、市内
で活動している４団体に講師としてお越しいただき、町内会活動やサロン活動で取り入れてもらえそうなレクリエー
ションを体験いただきました。参加者からは「本当に来て良かった！」という感想とたくさんの笑顔が見られました
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視覚障がいのある方が文字
を読んだり書いたりするた
めに使う文字です。６つの
点の組み合わせで点字はで
きています。

志木点訳サークル

Q活動の魅力を教えてください
特別支援学校の先生から、点字絵本を子どもたちが読んで楽しんでくれていると聞くとうれしいですね。

Q点訳する上で大切なことはどんなことですか
まずは絶対に誤字脱字をしないことです。作者の意図を正確に伝えるため、原本に忠実に点訳します。また、文
章を分かりやすくするため、例えば「アオイ□トリ」といったように文字を区切ります。区切り方によっては、
言葉の意味が変わってしまうことがあるため、迷ったときはみんなで意見を出し合いながら決めていきます。

Q皆さんへのメッセージ
「点字ってどうやって書かれているんだろう」「この点のかたまりが一つの文字になるのか」など知らないことを
学ぶのはとても楽しく、これが、私が活動を続けている理由の一つでもあります。それは他のメンバーの皆さん
も同じだと思います。少しでも点字について興味がある方がいれば、ぜひ養成講座に参加していただきたいと思
います。

入
力

校
正

3

点字とは？

点字絵本はどうやってできるの？

点訳する絵本を決めます。
流行の図書やメンバーが
読んで良かった本などか
ら選びます。

2

絵本をもとにパソコンを使って点字入力
します。点訳はおもにパソコンを使って
行います。

本
の
選
定

1

点字がルールに従って入力されているか、
漢字を読み間違えていないかなどを確認し
ます。この作業を最低３回は繰り返します。

5
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完
成

出来上がったタック紙を絵本に貼ります。
一度貼るとやり直しが出来ないため、細
心の注意が必要です。

点字絵本が完成したら、特別支援学校に
送ります。

点字シールを作るため、点字器と点
てんぴつ

筆を
使ってタック紙に点字を書いていきます。
絵本のサイズに合わせて作るため手作業
で行います。

野呂瀬 菊美さん

Q活動を始めたきっかけを教えてください
一つ年上の全盲の幼なじみがいて、いつか手紙を書きたいと思っていました。そんな時
に、点訳ボランティア養成講座の案内を見かけ参加しました。今では短くつたない点字
の文章ながら、手紙のやり取りができるようになりました。

Q活動をしていて良かったことはありますか
新しいことを覚えるのは大変ですが、知らないことを学ぶのはとても楽しいです。また、地域に仲間ができ、人
間関係が広がりました。先輩方は尊敬できる方ばかりで初心者の私にも優しく教えてくれます。

高倉 厚子さん

と き  令和５年５月11日から7月13日までの毎週木曜日 
13時30分から15時30分まで

と こ ろ 志木第四小学校内ふれあい館「もくせい」（ゆめ）
対 象 どなたでも

日 程

締 切 り 令和５年４月21日（金）まで
参 加 費 テキスト代「初めての点訳　第３版」770円（税込み）
講 師 志木点訳サークル
定 員 先着10人
申 込 み  地域福祉担当 

 ☎048-474-6508　✉vc@shiki-syakyo.or.jp

点訳ボランティア
養成講座（全10回）

２年ぶりの開催！

代表の野呂瀬さん、メンバーの高倉さんに活動についてインタビューしました！

　昭和57年に発足し今年で活動40年目となる「志木点訳サークル」は、視覚に障がいがある子
どものために点字絵本を製作し特別支援学校へ寄贈したり、柳瀬川図書館へ点字図書を納本
したりしています。また、市内小中学校で視覚障がいについて理解を深める目的の一環として、
点字体験の授業を行ったりしています。志木点訳サークルの活動場所であるふれあい館「もく
せい」に行き取材してきました！
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市内で活躍する学生ボランティアを
紹介します！

みんなでごはん！

　今回初めて、子ども食堂に参加させていただきました。最
初は、何をやれば良いのか分からず戸惑いましたが、自分か
ら積極的に様々な人に声を掛け、自分のやるべきことを見つ
けることができました。また、子ども食堂に来てくれた子ど
もたちとも一緒に料理を作り、少しですが話すこともでき、
達成感のようなものも感じました。
　しかし、唯一の反省点があります。それは、最後の片付け
の際、子どもたちとコミュニケーションを取ることばかりに
気が回り、スタッフの方々のお手伝いが全く出来なかったこ
とです。なので、次にこのような機会があれば子どもたちと
もコミュニケーションを取り、スタッフの方々のお手伝いに
もしっかりと参加できるようにしていきたいと考えていま
す。
　今回は参加させていただき、ありがとうございました。

細田学園高等学校２年　戸井田　幸耀

私は日本語を教
える

ボランティアを
して

います！

　将来の夢や目標がなかった私は、これからの進路に迷って
いました。課外活動をすることで何か見つかるかも知れない
と思い、高校１年生の時に緊張しながら社会福祉協議会へボ
ランティアの相談に行ったことを思い出します。私は現在、
様々な国籍を持つ在住外国人に日本語を教えるお手伝いをし
ています。
　日本語の使い方や意味を深く考えさせられる場面もあり、
他のボランティアの方と論議をすることもあります。また、
外国人の幼少時代の話や母国での職業の話を聞く機会もあ
り、その国の歴史や文化を知ることは良い刺激になっていま
す。さらに、日本での生活について話を聞くことで、日本文
化の問題点にも気付かされます。
　このように教えるという立場にいながら、逆に多くの事を
学び、世界を知る楽しさを感じています。大学では国際的な
勉強をしたいと考え、今後の日本における多文化共生社会に
目を向けて社会貢献をしていきたいです。

かざぐるま日本語教室

アンケート調査をし、
参加者の皆さんの声を
聞くことができました！

ボランティア活動をするときはボランティア活動保険に加入しましょう

　ボランティア活動保険とは、ボランティア活動中のさまざまな事故によるボランティア活動者の傷害や賠償
責任などについて補償する保険です。市内在住または市内に拠点を置くボランティア団体の会員の加入に対し、
社協会費を財源に一人あたり200円を補助しています。

★傷害補償
　ボランティア本人がケガをした場合
　（往復途上や食中毒も対象となります）

★賠償責任保険
　 第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任

を負った場合

★補償期間
　令和５年４月１日から令和６年３月31日
　※年度途中からの加入の場合、手続き完了日の翌日から
　※ 特定感染症重点プランでは途中加入の場合でも補償

開始日より特定感染症が対象となります。

★加入窓口・方法
　 総合福祉センター１階にて、所定の加入申込書に必要

事項をご記入の上、掛金をお支払いただきます。

基本プラン 天災・地震補償プラン 特定感染症重点プラン
死亡 1,040万円
後遺障害 1,040万円（限度額）
入院日額 6,500円
入院中の手術 65,000円
通院日額 4,000円

特定感染症 補償開始日から10日以内は
補償対象外 初日から補償

地震・噴火・津波
による死傷 × ○ ○

賠償責任 ５億円（限度額）
年間保険料 350円 500円 550円

問 合 せ� 地域福祉担当　☎ 048-474-6508　 加入窓口� 総合福祉センター１階

文京学院大学２年　藍原　健

私は子ども食堂の
ボランティアに参加
しました！
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「さくらんぼ」の
  メンバーより

　さくらんぼは、平成17年に
結成した料理ボランティア団
体です。
　中には活動を始めて20年近

くボランティアとして関わっている人もいます。こういったボラン
ティアをしていると、認知症予防にもなりますから、メンバー14人
全員が元気に活動を続けています。
　ふれあい健康交流会の参加者とまちで会うと、「この間はありがとう」
とか声を掛けてもらえて、喜んでもらえることが励みになっています。
交流会で作ったものを家でも作ってみたいという声もあります。
　今はコロナ禍で会食形式ではなく、お弁当のお持ち帰りとなって
いますが、会場まで来られる人は、ぜひ参加してほしいなと思います。
ぜひお待ちしています。

「天使の笑顔」 乙部 純枝さん より
　この会で脳活性化ゲームのボランティアを
しています。どんなことやるんだろうとか、
間違ったらどうしようという声も最初はあ
りましたが、最近では皆さん安心して参加
され、笑顔が増えてきたなと思います。
　健康維持のためには、「今日行くところ」
と「今日用事があること」が大切だと思いま
す。一人で散歩している人も声を出しながら歩
くとか、人と話す時間をつくると脳の活性につながります。
　勇気のいることですが、どんなことでもいいので興味があること
に参加してみるといいと思います。

令和４年度からふれあい健康交流会が再開しました！
　ひとり暮らしの65歳以上の人などを対象とした、食の自立を目指した交流会の様子です。地域の料理ボラ
ンティアが調理した軽食をお持ち帰りいただけます。この交流会がきっかけで地域での顔見知りとなり、孤立
防止や栄養指導にもつながっています。

田中 忠さん
　私は友人に紹介してもらって参加しはじめま
した。
　ひとり暮らしで、冗談を言って笑うことも
少ないので、ここのレクリエーションに参加
するのが楽しみになっています。近所の人に

も会えるし、脳トレでわいわいできてとても良
い機会です。ひとり暮らしの人には、ぜひ参加
してほしいです！

坂本 安子さん
　この会には長く参加しています。
　参加して知らない人とお話しできるように
なったことが良かったことだと思っています。
　コロナ禍で活動を中止している地域の活動
では、皆さんがずいぶん足腰弱くなってし
まっていますが、この会ではレクリエーショ
ンができ良い運動になります。交流がなくな
ると声も出なくなってしまうので、人と会い
話をすることが大切だと感じています。

松山 洋子さん
　私も友人の紹介で参加しました。足腰が弱
くなっていましたが、自分のためにも頑張っ
てシルバーカーを使って通っています。いつ
も料理ボランティアさんには手間のかかるお
弁当を作っていただけて、とても感謝してい
ます。ひとり暮らしの人は、なるべくこのよ
うな会に参加した方が良いと思います。

日 程 令和５年５月10日から12月６日まで（毎週水曜日）19時から21時まで
場 所 いろは遊学館

内 容　 聴覚障がいについての理解を深め、日常会話に必要な手話語彙及び表現技術を習得する。
対 象 市内在住・在勤・在学の高校生以上（入門手話講習会を修了した人または同等レベルの人）

定 員 30人（申込多数時は抽選）

参 加 費 ※基礎課程から新規受講する方は3,300円（テキスト代）
申 込 み�令和５年４月28日（金）までに電話かメールでお申し込みください
問合せ・申込み先�  地域福祉担当　☎048-474-6508　✉vc@shiki-syakyo.or.jp

入門手話講習会修了レ
ベルの人を対象とした、
手話技術向上のための
講習会を開講します！

参加者の声 ボランティアの声

手話奉仕員養成講習会
基礎課程（全30回）

問 合 せ� 　地域福祉担当　☎ 048-474-6508
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　あんしんサポートねっと（日常生活自立支援事
業）は、住み慣れた地域で安心して暮らしていくた
めに、日常的な金銭管理や書類の整理、届出など
をお手伝いするサービスです。

あんしんサポートねっと　生活支援員募集

令 和 ４ 年 度 社 協 会 員 加 入 の お 礼

（単位：円）

協力地区 会費額 協力地区 会費額 協力地区 会費額

市場 260,500 西町 35,000 グリーンパーク志木 28,000
寿町 30,000 久保 120,000 南の森壱番街 215,500
上町 150,000 城ヶ丘 66,000 南の森弐番街 126,000
仲町 65,000 福住 155,500 東の森壱番街 171,000
双葉町 100,000 館 104,000 東の森弐番街 113,500
東町 147,500 羽根倉 209,500 中央の森壱番街 106,500
大原 107,000 上木 390,500 中央の森弐番街 149,000
中野 160,500 宗岡三区 285,500 中央の森参番街 128,500
柏 287,000 宗岡四区 273,500 柳瀬川 40,000
城 130,000 宗岡五区 141,500 県営志木柳瀬川団地自治会 18,000
大塚 350,000 宗岡六区 266,500 ガーデンプラザ 46,500
中道 120,000 ニューハイツ 100,000 シーズクラブ 10,000
愛宕町 210,000 志木ハイデンス 50,000 志木の杜 10,000

　町内会の皆さまのご協力により集めていただいた令和４年度の社協会費の実績は、下表のとおりでした。
　皆さまのご理解とご協力に深く御礼申し上げます。

お預かりした会費は以下の活動に活用しております。
● 町内会や障がい関係団体への助成
● ボランティア講座
● 福祉教育の推進
● しき社協だよりの発行

　たんぽぽ生活応援隊は、住民同士が支え合う有償の生活
応援活動です。日常生活上の困りごとを抱えている人のた
めに、自分のできる範囲で協力してもらう「協力員」を募集
しています。

たんぽぽ生活応援隊協力員募集
性別・資格・経験不問

　最初は仕事に対してどのようにするのかと、とまどいもあり
ましたがとにかく相手の状況を把握して寄り添えたらと感じ、
コミュニケーションを大切にしてきました。
　１か月に１～２回と利用者様に会いに行くと「楽しみに待っ

ていました」と言われることも
あり、自分としてもほっとする
し、寄り添っていきたいと強く
感じています。新しく支援員と
して活動されていく皆様も安心
して頑張っていきましょう。

支援員の声 協力員の声

たんぽぽ生活応援隊の協力員は、自分の出来
る範囲のお手伝いということで「これなら私にも
出来るのでは」と思い活動を始めました。

掃除や洗濯、買い物など、亡き母の手伝いを
している感覚で、私自身も良い時間を持つこと

ができ、利用者の方に少しでも喜んでいただけると、それがや
りがいになっています。
　限られた時間の中での活動になりますが、これからも人との
つながりを大切に、活動を継続していきたいと思っております。

Kさん

活動内容・活動費
①屋内活動…掃除、洗濯、整理整頓、食事作りなど
②屋外活動…庭の草むしり、植木の水やりなど
③代行活動…生活必需品の買い物、診察券出し、ゴミ出しなど

活動日 時間帯 １時間 以降 30 分につき
平日 ９時～ 17 時 800 円 400 円

※ 10 分以内の活動は、１回 200 円

問 合 せ� 　地域福祉担当　☎ 048-474-6508

活動内容  自宅や施設へ訪問し、生活状況の確認、
郵便物や書類の整理、銀行での生活費
の払い出し・支払いを支援します。

報 酬  時　給　900円 
活動費　活動内容により200円または600円／１回

活動頻度 月に１～２回
募集資格  「市民後見人養成講座」を修了した人、または権利

擁護支援業務の経験のある人

詳細はこちら
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募金実績　3,458,450円

戸別募金　町内会等� 2,649,641円

町内会・自治会名及び募金額（円）

市場 180,000 西町 25,000 グリーンパーク志木 16,800

寿町 30,000 久保 60,000 南の森壱番街 40,000

上町 163,000 城ヶ丘 19,200 南の森弐番街 10,000

仲町 35,000 福住 30,000 東の森壱番街 30,000

双葉町 60,000 館 70,000� 東の森弐番街 20,000

東町 50,000 羽根倉 150,000 中央の森壱番街 25,800

大原 35,000 上木 200,000 中央の森弐番街 36,900

中野 80,000 宗岡三区 200,000 中央の森参番街 45,000

柏 40,000 宗岡四区 200,000 柳瀬川 25,900

城 80,000 宗岡五区 150,000 県営志木柳瀬川団地自治会 18,500

大塚 100,000 宗岡六区 100,000 ガーデンプラザ 15,600

中道 60,000 ニューハイツ 30,000 シーズクラブ 10,000

愛宕町 150,000 志木ハイデンス 40,000 志木の杜 17,941

街頭募金・卓上募金（26施設）� 143,020円

募金額及び協力団体名

　83,000円� ㈱ソフ.エンジニアリング 　5,000円� 日本キリスト教団志木教会　教会学校
志木市民生委員・児童委員協議会 ㈲髙木自動車 ㈲アラヰ自動車 ㈱抜井商事

㈱高橋内装興業 ㈲久保建具 ㈲はなや
　20,000円� （特非）東上まちづくりフォーラム （特非）クラブしっきーず ㈱細田管工
宝幢寺 ㈱那須工務店 ㈲麹屋ガラス ㈲三上薬局

㈲西武エースプランニング ㈲穀万 ㈱三上リアルエステート
　10,000円� ㈱ハードコート 幸町歯科口腔外科医院 （医）瑞穂会　志木瑞穂の里
㈱市之瀨電設 ハマノ建設㈱ ㈱ジェイ・エフ・ジー ㈱三津穂志木営業所
㈱上原水道 ㈲北斗電設 志木市商工会 ㈱宗岡
㈲桐屋造園 ㈱丸喜 シャローム幼児学園 ㈲ヤマト防災
志木市連合婦人会 ㈱ムトー電気産業 ㈲髙倉塗装
㈲志木フラワー 明央産業㈱ 髙野建設㈱ 　2,420円�

㈱新日警備保障 ㈲ナカガワ その他

個人・団体・法人募金 395,420円

学校募金　７園３校� 103,369円

職域募金（バッジ、クオカード／図書カードなどの募金）� 167,000円

　昨年10月１日から12月31日を重点期間として行った赤い羽根共同募金では、皆さまの温かいご協力によ
り、以下のように成果を収めることができました。集まった募金は、新型コロナウイルス感染症により日常
生活に困難を抱える子どもとその家族を支援する活動などにも役立てられます。（敬称略・順不同）

令和４年度　赤い羽根共同募金 へのご協力ありがとうございました。
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戸別募金　町内会等� 2,157,316円

卓上募金� 1,746円

団体名

いろは子育て支援センター�「にこまある」

西原子育て支援センター「まんまある」

宗岡子育て支援センター「ぽけっと」

子育て支援センター「ぷちまある」

子育て支援センター「めばえ」

町内会・自治会名及び募金額（円）

市場 150,000 西町 25,000 グリーンパーク志木 16,800

寿町 30,000 久保 80,000 南の森壱番街 40,000

上町 71,000 城ヶ丘 22,000 南の森弐番街 20,000

仲町 35,000 福住 30,000 東の森壱番街 30,000

双葉町 60,000 館 80,000 東の森弐番街 �20,000

東町 50,000 羽根倉 120,000 中央の森壱番街 25,800

大原 20,000 上木 150,000 中央の森弐番街 36,900

中野 80,000 宗岡三区 100,000 中央の森参番街 45,000

柏 40,000 宗岡四区 80,000 柳瀬川 29,850

城 100,000 宗岡五区 50,000 県営志木柳瀬川団地自治会 18,500

大塚 100,000 宗岡六区 100,000 ガーデンプラザ 15,600

中道 50,000 ニューハイツ 80,000 シーズクラブ 10,000

愛宕町 80,000 志木ハイデンス 30,000 志木の杜 35,866

学校・個人・団体・法人募金� 144,171円

団体名および募金額（円）

志木市民生委員・児童委員協議会 82,000

細田学園幼稚園 31,000

上木町寿会 20,000

日本キリスト教団志木教会　教会学校 5,000

その他 6,171

令和４年度　地域歳末たすけあい募金 へのご協力ありがとうございました。

募金実績　2,303,233円
　昨年末に行われた地域歳末たすけあい募金活動では、町内会をはじめとした皆さまの温かいご協力により、
たくさんの募金が集まりました。
　集まった募金は、カパルのリュックと子育て応援本を配布する「子育て応援事業」、食事用エプロン、使い
捨て手袋など介護用品の購入額を一部負担する「介護用品購入支援事業」、生活に困窮している世帯に食糧を
配布する「生活困窮世帯支援事業」の事業費として活用します。（敬称略・順不同）
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地域
福祉のネットワークで支え合い・助け合い
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今月号

の表紙

令和5年

４
№ ❷⓪❾

社会福祉法人�志木市社会福祉協議会
〒 353-0001 志木市上宗岡 1-5-1（総合福祉センター 1 階）
☎ 048-485-1177　FAX 048-475-0014

FacebookTwitter ホームページ

日本で暮らす外国人のために、日本語

を学ぶ教室が開かれており、高校生も

ボランティアとして参加しています。

今回は、市内で活躍する高校生・大学

生ボランティアを紹介します。詳しく

は３ページをご覧ください。

Instagram

生活支援体制整備事業協議体より
　私たちは館・幸町地区の第２層協議体メンバーです。 

　「館・幸町地区の高齢者が安心して暮らせる地域とは？」をテーマに協議

してきました。具体的には、地域の老人会や高齢者サロンの立ち上げや活動

の支援をしたり、年に１度、講演会を開催したりして

きました。 

　今後も各団体の活動状況をお伺いしながら、地域活

動がより活性化していくようサポートしていきます。 
【以上の寄附は、12月１日から２月28日までのものです】

寄附者 (団体 ) 金　額
96会 1,706円
志木市第二福祉センター 9,435円
匿名 10,000円
埼玉司法書士会志木支部 10,000円
ベッヒレの会　根本マサ子 10,000円
建設埼玉　志木支部 10,000円
志木教会附属泉幼稚園 10,000円

地 域 福 祉 事 業 寄 附 者
皆さまの真心ありがとうございました

（受付順、敬称略）

アナログなボードゲームで
頭脳戦！

『しきやなせがわ
ボードゲーム部』

手先を使って、
たくさん笑って脳トレ

『天使の笑顔』

楽しく体を動かして
健康維持！

『NPO法人クラブ
しっきーず』

次回、柏町・館・幸町で活動する
団体を対象とした体験会を

開催予定！

世代を問わず白熱！

『志木カーレットクラブ』

２月18日（土）の様子
は動画でもご覧いた
だけます。

２月18日（土）

「大人のビタミンクラブ」活動体験会～宗岡地区編～を開催しました！

　総合福祉センターにて、本町・宗岡地区で活動している団体を対象としたイベントを開催しました。当日は、市内
で活動している４団体に講師としてお越しいただき、町内会活動やサロン活動で取り入れてもらえそうなレクリエー
ションを体験いただきました。参加者からは「本当に来て良かった！」という感想とたくさんの笑顔が見られました
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