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福祉・健康フェスティバル（関連記事３Ｐ）



法人設立２５周年を迎えて…

坂祝町社会福祉協議会は、平成５年１０月１日に法人化し、今年度で２５周年を迎えること
ができました。これも多くの皆さまのご理解ご協力、そしてご支援があってのことと、役員は
じめ職員一同心から感謝申し上げます。

振り返りますと平成５年の設立当初は、現在の町コミュニティセンターに事務所を構え、職
員数はわずか２名でスタートしました。

今日、少子高齢化や地域、家庭のつながりの希薄化が進むとともに、近年多発する自然災害
への備えや社会的孤立、生活困窮等が社会問題になるなど、地域社会を取り巻く環境は大きく
変化しています。このように年々多様化、複雑化する地域生活課題に対応するため職員体制も
大幅に増加、現在は総合福祉会館サンライフさかほぎを本拠とし、職員４５名で地域福祉事業、
生活支援事業、介護保険事業での推進を図っ
ています。

２５年の月日を経て、“社
し ゃ

協
きょう

”という言葉は、
地域の皆さまに浸透し、親しまれるようになっ
たのではないでしょうか…。

今後も、地域の皆さまと一緒に誰もがいき
いきと安心して暮らせる「福祉でのまちづく
り」を進めていきますので、ご理解ご協力を
お願いいたします。

１０月７日（日）坂祝町中央公民館で開催した町制施行５０周年記念式典並びに本会法人設立
２５周年記念式典において、これまで本会の発展に大きく貢献され、町の社会福祉の推進に尽力
をいただいた方々の偉大なる功績に対し表彰状及び記念品を贈呈しました。

《法人設立２５周年会長特別表彰　被表彰者》 順不同

小 西 則 雄　様 渡 辺 和 美　様 金 武 政 博　様 兼 松 榮 一　様
（代理：小西  一輝　様） （代理：渡辺  珠子　様）　

法人設立２５周年会長特別表彰

理事会　開催状況
○理事会
　平成３０年度第２回定時理事会（１０月３１日（水）サンライフさかほぎにて）
　　出 席：理事１２名中１０名　監事２名中１名
　　議 事：会長及び常務理事の職務の執行状況の報告
　　　　　 平成３０年度事業の実施状況の報告
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１１月１８日（日）、サンライフさかほぎにて、第２３回「福祉・健康フェスティバル」を開

催しました。昨年よりもステージイベントや出店数も増え、来場された方々にも楽しんでいた

だけました♪約７, ５００名の方々にご来場いただき、盛大に開催することができました。

ご協力いただいた団体の皆様はもちろん、ご来場いただいた皆様、ありがとうございました！

第23回「福祉・健康フェスティバル」を開催しました

スタンプラリー抽選会

そば無料配布

大槌町・虎舞

フォーエヴァーズ

こけ玉づくり

ポン菓子無料配布

勝山まつり保存会

トートバックにお絵描き
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平成３０年度 会費総額　３,０６７,５００円（平成３０年１０月３１日現在）

住民の皆様をはじめ、法人・施設・団体・賛助会員の皆様にお願いしてまいりました、平成３０年
度社協会費の募集状況を報告させていただきます。現在、一般会費・施設会費・団体・賛助会費にお
いて、３，０６７，５００円のご協力をいただいております。

自治会長並びに各班長の皆様には、会費のとりまとめにご尽力いただき誠にありがとうございまし
た。お寄せいただきました会費は「福祉でのまちづくり」の実現に向け、各種サービス・事業の実施、
ボランティア活動の推進、福祉教育の充実等のために大切に活用させていただきます。

今後も皆様の変わらぬご支援・ご協力をお願い申し上げます。

社協会費のご協力ありがとうございました

■一般会費（敬称略・順不同）	 合計　1,989,500 （単位：円）
自治会名 会			費 自治会名 会			費 自治会名 会			費
一　色 35,000 加茂山１ 152,500 取組１ 108,000 
池　端 104,000 加茂山２ 184,000 取組２ 48,000 
中　組 113,000 黒岩北 104,000 取組３ 98,000 
雲埋北 140,000 黒岩南 203,000 取組４ 61,000 
雲埋南 120,000 深　萱 150,000 そ の 他

（自治会未加入世帯） 4,000 茶　屋 92,000 勝山北 113,000 
大　針 124,000 勝山南 36,000 

■施設会費（敬称略・順不同）	 合計　30,000	（単位：円）

施	設	名 会			費 施	設	名 会			費
坂祝保育園 10,000 さわやかナーシングさかほぎ 10,000 
遊々こども園 10,000 

■団体会費（敬称略・順不同）	 合計　68,000		（単位：円）

施	設	名 会			費 施	設	名 会			費
ボランティアグループサルビア会 4,000 坂祝町シルバー人材センター 4,000 
坂祝町赤十字奉仕団 4,000 坂祝町商工会 10,000 
坂祝町民生委員児童委員協議会 20,000 坂祝経済クラブ 10,000 
身体障害者福祉協会加茂支部坂祝分会 4,000 坂祝スポーツクラブ 2,000 
坂祝町シニアクラブ連合会 10,000 

■賛助会費（敬称略・順不同）	 合計　980,000	（単位：円）

企	業	名 会			費 企	業	名 会			費
株式会社　小西砕石工業所 100,000 ヤングビーナス薬品工業　株式会社 10,000 
株式会社　栗山組 100,000 若林煎餅　株式会社 10,000 
パジェロ製造　株式会社 50,000 トラストオート 10,000 
日本プレス工業　株式会社 50,000 有限会社　日本ライン自動車学校 10,000 
株式会社　金武産業 30,000 株式会社　亀井製作所 10,000 
石原・大島設計事務所 30,000 株式会社　オガワファブスペース 10,000 
株式会社　トーエネック岐阜支店 30,000 株式会社　三晃メディカル 10,000 
訪問看護ステーションすかい 20,000 パブリック・グローバリゼーション  株式会社 10,000 
株式会社　善都 20,000 株式会社　テクノミスギ 10,000 
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１０月１０日（水）、坂祝町スポーツドームにて「第２１回サン・サンふれあい交流会」を開催
しました。町内の園児と高齢者施設やシニアクラブ、身体障害者福祉協会からの参加者、ボランティ
アや民生委員児童委員等の協力団体合わせて、３５０名が参加しました。また、坂祝町キャラクター
のほぎもんも遊びに来てくれました。

じゃんけん勝ち抜けゲームや、音楽に合わせて園児と参加者で手遊びをしてふれあいを楽しみ、
たくさんの笑顔が溢れる会場となりました。参加者・協力団体の皆様、ありがとうございました。

第２１回「サン・サンふれあい交流会」を開催しました

企	業	名 会			費 企	業	名 会			費
株式会社　テクノ・ライン 10,000 SAGO-KAKO 10,000 
株式会社　佐合木材 10,000 シーキューブ　株式会社 10,000 
山本機工　株式会社 10,000 株式会社　新和建設　美濃加茂支店 10,000 

有限会社　高田屋 10,000 有限会社　山十メディカル 10,000 
有限会社　泉水道 10,000 関信用金庫　加茂野支店 10,000 
株式会社　兼松製瓦工業 10,000 株式会社  オークワ　スーパーセンターオークワ坂祝店 10,000 
有限会社　電気屋ほそえ 10,000 郷部 10,000 
有限会社　亀山自動車 10,000 株式会社　鵜飼 10,000 
伊藤建設　株式会社 10,000 有限会社　三ツ丸食料品店 10,000 
株式会社　リサイクル中部 10,000 株式会社　長谷川人形 10,000 
有限会社　ゴトウ新聞店 10,000 まつだ整形外科 10,000 
株式会社　リサイクル大輝 10,000 坂祝歯科医院 10,000 
株式会社　小西開発 10,000 みのかも西クリニック 10,000 
五十鈴東海  株式会社　岐阜サービスセンター 10,000 有限会社　サワノ商会 10,000 
有限会社　森商事 10,000 リコージャパン株式会社 10,000 
桐井産業　株式会社 10,000 幸陽印刷　有限会社 10,000 
めぐみの農業協同組合　坂祝支店 10,000 株式会社　愛安住 10,000 
加茂鋼材　株式会社 10,000 株式会社　岐東オフィス 10,000 
有限会社　岡田自動車 10,000 株式会社　ウェルハート 10,000 
メルヴェイユ平安殿 10,000 株式会社　キャラマス 10,000 
岐阜交通東部　株式会社 10,000 有限会社　北村電設 10,000 
医療法人  博雅会　小林クリニック 10,000 葵工機　株式会社 10,000 
有限会社　坂祝電気工事 10,000 鈴木法律事務所 10,000 
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75

ボラ連で、八百津町まで行ってきました！

交流会には、八百津町のボランティア１４名が参加され
ました。

カードを使ってゲーム感覚で、「こんな時、あなたならど
うしますか？」というクイズに答えたり、ボランティアを
始めたきっかけや悩んでいること等を話し合ったりしまし
た。

参加した方からは「八百津の人といろんな話が出来て良かった」
「ボランティアに対する思いや考え方が聞けて勉強になった」「似た
悩みがあることが分かった」「地域性がありそのまま活動を真
似できるわけではなかったが、無理なく楽しく活動している
ところが参考になった」等の感想が聞かれました。

近隣ボランティアの方との繋がりを持ち、様々なお話をす
ることができ、有意義なひとときを過ごすことができました。

１０月 2 ５日（木）、坂祝町と八百津町のボランティアとで「ボランティア交流会」を
行いました。坂祝町ボランティア団体連絡協議会からは１３名が参加しました。

まずは坂祝メンバーでランチ & 散策♪

人道の丘にある「ひだまりキッチン」にてランチ。
杉原千畝記念館の見学や、喫茶店でのお茶タイムを過ごしました。
お土産屋さんで八百津煎餅の試食 & お土産を購入！

その後、新旅足橋（しんたびそこばし）へ寄りました。
川から路面までは約２００メートル、中央柱間の長さは

２２０メートルと、高さ・長さともに日本トップクラスの橋
ということで、山々や旅足川の眺めは絶景でした。

6第 126 号



●ボラ連 登録団体 ２６団体 ６２４名 ●個人ボランティア登録者 ２２名
未登録団体 ７団体 ８８名 ●延べ登録者 ７３４名

※ボラ連＝坂祝町ボランティア団体連絡協議会

坂祝町社協
ボランティア
登録状況

（平成30年 12月 1日現在）

坂祝町ボランティア団体連絡
協議会では、今後も他地域のボ
ランティアとの交流の機会作り
や、楽しい企画が出来ればと
思っています。

ご興味のある方はぜひご参加
ください！

坂祝町内で活躍するボランティアの皆さんへのインタビュー
コーナーをスタートします！
どうしてボランティアを始めたの？ボランティアって楽しいの？
などの質問や、活動のＰＲコーナーになればと思っています！

教えて！ボランティアさん

　  ボランティアを始めたきっかけは？今の活動は？  

　６年前、義兄におもちゃ病院「アンクルズ」で一緒に活動しないかと紹介されたことが
きっかけで、ボランティアを始めました。それからは同団体で活動しています。

　  おもちゃ病院とは…？  
　壊れてしまったおもちゃを「おもちゃドクター」が目の前で修理します。大切なおも
ちゃが壊れてしまったら、治療可能か診せてください。毎月第２土曜日10：00～11：30サ
ンライフさかほぎ１階ロビーでおこなっています。

　  記憶に残っているエピソードは？  

●やはり、直ったおもちゃを手に、子どもが笑顔で帰っていく姿を見ると嬉しくなります。
やっていて良かったと思う瞬間です。私にも小学生低学年の孫がおり、おもちゃ病院に
来てくれる子どもたちは孫のように思います。

●２年程前、小学生男児がボランティアとして来てくれていました。現在は、関市のおも
ちゃのお医者さんが手伝いに来てくれることもあります。私もいつか関市のおもちゃ病
院を見に行きたいと思っています。大人はもちろん、学生さんもぜひ気軽に活動を見に
来てください。

　  読者のみなさんへ一言！  

　ぜひ気軽におもちゃを診せに来てください。また、町内では私たちの団体以外にも様々
な団体が活躍されています。興味がある方は、サンライフさかほぎ１階ボランティアルー
ムの掲示を見てみてください。

次回は「岡田  知久子 さん」です！

第１回は…　　鈴木  宮信 さん　です！

Q

Q

Q

Q
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スポーツの秋！芸術の秋！
「楽しみ」がいっぱい、シニアクラブの秋行事！！

１０月３日（水）、坂祝中学校 1年生を対象に開催された伝統文化
を伝える会にシニアクラブ会員も参加しました。
茶道や書道、わら細工の各講座を担当し、生徒と伝統文化に触れ
る機会となりました。

１１月１５日（木）、総合福祉会館サンライフさかほぎにて、第４２回坂祝町シニア文化祭が
行われました。長年のシニアクラブ活動の功績を称え、高齢者活動功労者表彰で１１名の方が
受賞されました。
１７０名の方の参加があり、町内の保育園・幼
稚園の園児との交流や、シニアクラブ会員による、
作品展示や芸能発表が行われました。芸能発表で
は各地域のシニアクラブ会員が一丸となり、歌や
踊りなどで会場を大いにわかせました。

１１月２１日（水）、シニアクラブ会員のもちつき名人８名が坂祝幼
稚園を訪れ、杵と臼を使って、園児らと共にもちつき会を実施しました。
園児たちも、もちつき名人のお手伝いを受けながら、必死に杵を振りか
ざしました。つきたてのお餅は、園児や幼稚園の役員さんと共にいただ
き、三世代が交流する良い機会となりました。

１０月２５日（木）、長良川国際会議場にて、
第２６回岐阜県老人クラブ作品コンクールが開
催され、洋画の部で勝山の後藤勝さんが優秀第
１席、茶屋の沼田豊彦さんが優秀第４席を受賞
されました。

１１月７日（水）、坂祝町総合運動場にて１００名を超え
る方々の参加により、盛大に秋の軽スポーツ大会が開催さ
れました！
笑顔の中にも勝負に燃えて取り組む会員の皆さんの熱気
あふれる大会となりました。

種　　目 優　勝 準優勝 第 3 位
ゲートボール 勝山・黒岩 混成 取 組 酒倉・取組 混成
グラウンドゴルフ 取組Ａ 黒岩Ｃ 茶 屋
ペタンク 池 端 茶 屋 勝 山

坂祝中学校伝統文化を伝える会10/3

第２７回坂祝町 ・ 町シニア連共催　秋の軽スポーツ大会11/7

第４２回　坂祝町シニア文化祭11/15

坂祝幼稚園もちつき会11/21

第２６回　岐阜県老人クラブ作品コンクール入賞 !10/25
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１１月１１日（日）坂祝町中央公民館にて、認知症啓発活動として「毎日がアルツハイマー」を
上映しました。町内のシニアクラブの会員の方や、介護者の方を中心に約７０名が参加し、認知症
に対する理解が広がる、啓発活動のいいきっかけとなりました。
ご家族の方を介護されている方は、「共感しながら見ることができた」、「多幸症という考え方の
発見や、ヒントが見つかった気がする」との声があり、介護をされていない方も「参考になった」「暗
くならないところがよかった」との感想をいただきました。

※この事業は、赤い羽根共同募金配分金により実施しました。

１０月４日（木）、支え合い団体の連絡会議を開催し、役員の方々１８名にご出席いただきました。
当日は、支え合い活動の先進地区である岐阜市社会福祉協議会芥見東支部の方々にお越しいただ
き、「小さな手助け」の取り組みの立ち上げ経緯や展開の手法について、写真なども交えながらお
話しいただきました。その後、講師も含めて 3つのグループに分かれて、情報交換を実施しました。
出席された方からは、「少しずつ何かをしなければ、という時期には来ている」「できることから
進めていきたい」などの声が聞かれ、講師の方々からも「地域にあったいちばんいいやり方を見つ
けてください」というお言葉をいただきました。全国的に身近なところでの助け合い活動の重要性
が高まってきており、町内の皆さんにもいい刺激を受けていただくことができました。

※この会議は、岐阜県社協の「支え合い活動推進者コーディネート事業」の活用により開催しました。

支え合い団体連絡会議を開催！

「毎日がアルツハイマー」上映会  開催しました！11/11日

第１回
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いきがいデイサービスでは、６月中旬に植えた「さつまいも」の収穫・焼いもを楽しみました♪

園芸福祉ボランティア「花っこ」の皆様にご協力いただき、いも掘りを実施しました

いきがいデイサービス
園芸福祉プログラムのご紹介

デイサービスの活動を紹介します

無我夢中で掘りました♪

焼き上がりが待ち遠しい…

思わず笑顔がこぼれます♪

待ち時間も笑顔がいっぱい！

立派に実りました♪♪♪

おいしく頂きました♪♪♪

１１月１日～１１月１０日の期間で７日間のツアーを開催し、４７名の方が参加されました。ご自分

でのお買い物が久しぶりというお客様も多く、時間いっぱい湯の華市場でのお買い物を楽しまれました。

帰ってこられてからも、嬉しそうにお話

をしてくださる姿が印象的でした。今回

も、サルビア会の方にご協力いただいた

おかげで充実したツアーになりました。

９０代半ばに、入院中の転倒で左の腕を骨折されたＫ様。

病院を退院してすぐにデイサービスをご利用され、腕の力をつ

けるために織物、写経など様々なリハビリに熱心に取り組まれま

した。現在では、日常生活では大きな問題もなく使える手として

動かすことができるようになりました。

この頃、行われているのは「かぎ針編みで作るアクリル毛糸の

たわし」です。このたわしをご家族様の知り合いの方などにプレ

ゼントされているとのことです！

　　　湯の華市場・湯の華食堂ツアーを行いました！！

　　リハビリの様子を紹介します！！
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ご寄附
ありがとう
ございました

平成30年8月15日から平成30年11月30日までの間に、次の方々から寄附を頂きました。
【寄付物品】 匿   名　様 プラレール
【寄付金】 日赤サルビア会　様 10,000円

郷   部　様 5,350円
さかほぎゴルフコンペ実行委員会　様 11,730円
乳幼児期家庭教育学級　様 11,999円

無料相談所

（サンライフ）さかほぎ

一 般 相 談
日常生活での悩みごと・心配
ごとなどの相談に応じます。
事前のお申し込みは必要あり
ません。

日 時

相談員

平成31年……1月……8日（火）13:30～15:00
平成31年……3月12日（火）13:30～15:00
坂祝町民生委員児童委員

身体障がい者
相 談

身体に障がいのある方の様々
な相談に応じます。事前のお
申し込みは必要ありません。
お気軽にご相談ください。

日 時

相談員

平成31年……1月17日（木）13:30～15:00
平成31年……3月21日（木）13:30～15:00
身体障がい者相談員

法 律 相 談

法律に関わる様々な相談に応
じます。事前の申し込みが必
要となります。下記までお電
話、もしくは直接お申し込みく
ださい。

日 時
相談員

平成31年……2月18日（月）13:00～16:00
弁護士（岐阜県弁護士会）
※事前申し込みが必要です

年 金 相 談

年金に関わる様々な相談に応
じます。事前の申し込みが必
要となります。下記までお電
話、もしくは直接お申し込みく
ださい。

日 時
相談員

平成31年……2月……6日（水）13:00～16:00
社会保険労務士
※事前申し込みが必要です

《申し込み・問い合わせ先：坂祝町社会福祉協議会…TEL：２７－１２２２》

岐阜県社会福祉協議会 会長表彰を授与されました

１０月３０日（火）、長良川国際会議場で開催された第６８回岐阜県社会福祉大会において、
長年にわたり社会福祉に貢献する活動をされた方や、他の模範となる行いをされた方々に対し
て表彰状及び感謝状の贈呈が行われ、坂祝町からは、次の４名の方々が、社会福祉施設職員表彰、
社会福祉協議会職員表彰を授与されました。

日頃の活動に感謝するとともに、益々のご活躍を期待しております。

岐阜県社会福祉協議会会長表彰（順不同）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇社会福祉施設職員　　　		〇社会福祉協議会職員（社会福祉法人 坂祝町社会福祉協議会）
　（社会福祉法人 慈恵会）

　  兼山  康志　氏　　　　　  土岐  篤芳　氏　　   佐合  圭子　氏  　  中島  たみ子　氏
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１ 

月

2 

月

3 

月

4日（金） 13:30～14:30 健康相談 サンライフ
8日（火） 11:30～ あゆみ館パン・クッキー販売 サンライフ

12:00～14:00 中組ふれあいサロン 中組公民館
13:30～15:00 池端ふれあいサロン 池端公民館
13:30～15:00 深萱ふれあいサロン 深萱公民館

9日（水） 11:40～12:30 食事サービス 利用者宅へ
10日（木） 10:30～11:30 きらきらパーク サンライフ

12:00～ 可茂学園パン販売 サンライフ
11日（金） 11:30～14:00 茶屋ふれあいサロン 茶屋公民館
12日（土） 10:00～11:30 おもちゃ図書館・おもちゃ病院 サンライフ
14日（月） 10:00～11:30 加茂山ふれあいサロン 加茂山第２集会所
15日（火） ……9:30～10:30 健康相談 サンライフ
16日（水） 11:30～14:00 雲埋ふれあいサロン 雲埋公民館
17日（木） 11:30～14:00 勝山ふれあいサロン 勝山公民館
18日（金） 11:40～12:30 食事サービス 利用者宅へ
21日（月） 13:30～15:00 取組ふれあいサロン 取組西公民館
22日（火） 11:30～ あゆみ館パン・クッキー販売 サンライフ

13:30～15:00 黒岩ふれあいサロン 黒岩公民館
24日（木） 10:00～11:30 おもちゃ図書館 サンライフ

12:00～ 可茂学園パン販売 サンライフ
25日（金） 13:30～15:00 大針ふれあいサロン 大針公民館
28日（月） 13:30～15:00 一色ふれあいサロン 一色公民館

4日（月） ……9:30～10:30 健康相談 サンライフ
5日（火） 13:30～15:00 池端ふれあいサロン 池端公民館
6日（水） 11:40～12:30 食事サービス 利用者宅へ
8日（金） 13:30～15:00 茶屋ふれあいサロン 茶屋公民館
9日（土） 10:00～11:30 おもちゃ図書館・おもちゃ病院 サンライフ
11日（月） 10:00～11:30 加茂山ふれあいサロン 加茂山第２集会所
12日（火） 13:30～15:00 中組ふれあいサロン 中組公民館

13:30～15:00 深萱ふれあいサロン 深萱公民館
11:30～ あゆみ館パン・クッキー販売 サンライフ

14日（木） 10:30～11:30 きらきらパーク サンライフ
12:00～ 可茂学園パン販売 サンライフ

18日（月） 13:30～15:00 取組ふれあいサロン 取組西公民館
20日（水） ……9:30～10:30 健康相談 サンライフ

13:30～15:00 雲埋ふれあいサロン 雲埋公民館
21日（木） 13:30～15:00 勝山ふれあいサロン 勝山公民館
22日（金） 11:40～12:30 食事サービス 利用者宅へ

13:30～15:00 大針ふれあいサロン 大針公民館
25日（月） 13:30～15:00 一色ふれあいサロン 一色公民館
26日（火） 11:30～ あゆみ館パン・クッキー販売 サンライフ

13:30～15:00 黒岩ふれあいサロン 黒岩公民館
28日（木） 10:00～11:30 おもちゃ図書館 サンライフ

12:00～ 可茂学園パン販売 サンライフ

5日（火） 11:30～15:00 池端ふれあいサロン 池端公民館
6日（水） 11:40～12:30 食事サービス 利用者宅へ
7日（木） 13:00～14:30 健康相談 サンライフ
8日（金） 11:30～14:00 茶屋ふれあいサロン 茶屋公民館
9日（土） 10:00～11:30 おもちゃ図書館・おもちゃ病院 サンライフ
11日（月） 10:00～11:30 加茂山ふれあいサロン 加茂山第２集会所
12日（火） 11:30～ あゆみ館パン・クッキー販売 サンライフ

11:30～15:00 深萱ふれあいサロン 深萱公民館
13:30～15:00 中組ふれあいサロン 中組公民館

黒岩ふれあいサロン 外出行事
14日（木） 10:30～11:30 きらきらパーク サンライフ

12:00～ 可茂学園パン販売 サンライフ
13:30～15:00 勝山ふれあいサロン 勝山公民館

18日（月） 11:30～14:00 取組ふれあいサロン 取組西公民館
20日（水） 11:30～14:00 雲埋ふれあいサロン 雲埋公民館
22日（金） 11:00～14:00 大針ふれあいサロン 大針公民館

11:40～12:30 食事サービス 利用者宅へ
25日（月） 13:30～15:00 一色ふれあいサロン 一色公民館
26日（火） 11:30～ あゆみ館パン・クッキー販売 サンライフ
28日（木） 10:00～11:30 おもちゃ図書館 サンライフ

12:00～ 可茂学園パン販売 サンライフ

1・2・3月　行事予定
－坂祝町社会福祉協議会－
SNS公式アカウントの

お知らせ

休館日のお知らせ

坂祝町社会福祉協議会はTwitter
とFacebookの公式アカウントより、
最新の情報を発信しています。
ぜひご覧ください。

  Twitter　 　 　 　 　 ▲

QRコード

　 Facebook▲　 QRコード

1月
1日（火） 2日（水）
3日（木） 6日（日）
20日（日）

2月
3日（日） 17日（日）

3月
3日（日） 17日（日）

よろしく

お願いします
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