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ほこほこ交流会＆革煮会￠開催
11月28日（土）、大和呵町民研修センターを会場に、にこに
こ交流会＆芋煮会が開催され、地域の障害を持つ児童とその
家族、民生委員、ボランティア友の会、仙台大学の学生サー
クル障害者スポーツ研究部Co−ACTの総勢40人が参加しま
した。
学生が準備したゲームでは、子どもも大人も楽しんで参加
し、更に交流を深めることができました。昼食には、ボラン
ティア友の会お手製の芋煮とおにぎりをお腹いっぱい食べ、
今年も大満足な1日となりました。
地域の中で、またひとつ笑顔の連鎖が広がりました。
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にこにこ交流会＆芋煮会の開催
「新春を迎えて」、表彰おめでとうございます

歳末たすけあい運動募金報告
社協・地域福祉関係記事
ボランティアセンターコーナー
たいわ福祉情報掲示板
地域へ発信！100文字いんふあ
豪雨災害活動報告 他

布告卑キ忍
みんなの夢を活かし育て創る
表情豊かな福祉のまちづくりを！

人本町往今綺讃偶像ふ

拶申し上げます︒

平成二十八年の新年を迎え
て︑町民皆様には謹んでど挨
さて︑社協の今年の事業につ
きましては︑昨年に引き続き︑

ります︒

ますことを改めて皆様に衷心
より感謝申し上げる次第であ

念：躍Å肴二

昨年はあの九月十日からの
大雨により︑大和町内に大き
関係機関と連携を図り次の事
ます︒

業を特に推進する所存であり

な被害をもたらしました︒

その被害の甚大さから︑大和

町社会福祉協議会はただちに
﹁大和町災害ボランティアセン

辛牽一十七年度表彰おめで￥プございます
◆宮城県社会福祉大会
平成27年日月5日

仙台サンプラザホール
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︻宮城県社会福祉協議会会長表彰
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民生委員児童委員功労表彰︼
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︻宮城県民生委員児童委員協
議会会長表彰 民生委員児童
委員活動支援者感謝状︼
貝

谷
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本年も社会福祉事業の推進に
尚一層のご理解とご協力を賜
りますよう心よりお願いを申
し上げます︒

結びに町民皆様のご健勝と
ご多幸をど祈念申し上げ年頭
のご挨拶といたします︒

久男

平成27年日月13日

◆宮城県老人クラブ大会

濾

︻老人福祉事業功労者︼

多賀城市文化センター

堀田多美夫

干葉 喜一

櫻井辰太郎

横田 隆雄

高濱 浄晴

中川

高橋 雪枝

法谷 秀一

大和町社会福祉
協議会役員
理会

監 事 高橋 永郎
＿＿一＿ニ

ター﹂を立ち上げ︑特に被害の
大きかった地区への一日も早い

復旧の支援を行い︑延べ一︑五

鈴木 隆司

福ま謹伍日
をすん様
お と でが本
祈と お逝会
り も悔去副

①﹁なんでも相談して﹂安心感
を目指す支援
②要支援者への自立促進
③災害復興支援のための
連携・協力
④ボランティア活動への支援

事長

書き土臭芳早み
○冥げ ○秀七

六四名の県内・外からのボラン

一一
J・

））＿
−【
T：㌧

一
J．・＿一一

⑤地域活動支援センターの

適切な運営
⑥広報活動の充実
以上が主なる事業であります
が︑﹁支え合い︑助け合い︑絆を
深め合い﹂さらには︑﹁目配り︑
気配り︑思いやり﹂を持っての
支援に重点を置き︑安心して

ティアの皆様のご協力をいた
だき︑復旧活動が進められ︑更
には︑町内関係機関との取組
み等についても慌ただしく過
ぎた一年でした︒
当社協においても︑地域福祉
コミュニティの形成を進め︑町
民皆様のニーズを積極的に開
拓するため︑常日頃ボランティ

暮らせる地域福祉づくりに取
り組んで参ります︒

ア活動等の深いど理解とど支
援により︑良い方向に進展でき

いにやさ会 たま組長Ⅰ怠

皆様から心温まる募金をお寄せいただき誠にありがとうございました。皆様からの真心は、
配分委員会により協議され、担当民生委員より次のとおり配分いたしました。

平成27年度歳末たすけあい運動募金実績
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宮 床 地 区
931，025
城内東ふれあい広場様
20，000
大和エコーライオンズクラブ
戸 別
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平成27年度歳末たすけあい運動募金配分内容
配分総額

3，056，834悶

世帯配分

ひとり暮らし

2．157．000

高齢者

一人親世帯

その他支援世帯

888，000

大和町手をつなぐ育成会
大和町母子福祉会

大和町身体障害者福祉協会
大和町ボランティア友の会

645，000

80，000

80，000

45，000
45，000

災害時非常持ち出し袋配布事業

163，258

障害者グループホーム 20ホーム88名
45，000

264，000

配分諸経費

22，576

55，000

たく審んの笑顔で

地域貢献

シルバー人材センター

十一月九日︵月︶︑大和町シル

行いました︒

バー人材センターの会員が︑ひ
だまりの丘の除草清掃活動を

この活動は︑地域社会に貢
献することを目的に平成二十

三年度から続いており︑今年
は約九十名が積極的に参加︒

会員同士の交流を深めながら
の作業も︑花壇内の除草︑機械
による草刈り︑樹木の伐採・勇
定などを分担し︑汗を流しま

し
た
︒

作業を終えた会員の皆さん

はもちろんのこと︑ひだまりの

丘に来所された方々にも笑顔

が満ち溢れていました︒

たいわ社協だより第103号

204，000

おもちゃ病院ひまわり

大和町障害を持つ児童の親グループ にこ2きっず

震災避難者交流事業 ようこそ大和町へ！

420，000

子育てサロンきらきら

40，000

60，000

その他支援世帯 （在宅医療）

高齢者の突通事故賄止へ

軍書に備え、平時からのつ等がりを

〜大和町キ弓キ弓作戦＋反射材贈呈式

10月30日（金）、山元町を会場に大和町民児協40
名、山元町民児協7名、計47名で研修会を実施しまし

黒川地区交通安全協会・同吉岡支部並びに大和警
察署交通安全課から老人クラブ会員へ靴用の反射シ
ール1，000枚が贈られました。「歩行者の事故は夕方

た。町内を視察しなから東日本大震災から今日まで
の活動や町の〕犬況などのあ話をお聞きし、参加した
大和町の委員も多くの刺激と学びを得たようでし
た。視察中には活発な意見交換かされるなど、交流も

から夜間にかけて生活道路での横断中に多いことか
ら、高齢者の交通安全に役立てたい。」と老人クラブ
連合会誌谷会長より挨拶がありました。

深めることができました。

今回の研修を通し改めて委員一人ひとりが「内陸
部と沿岸部だからこそ、いざという時にお互いか助
けあえる関係か必要」と強く認識しました。

・∴十㌦二＿＿＿＿＿て
きり充実したマす7づくりへ

宮城県讃屈神社へ参拝
〜終戦70約年記念事業

平成17年度より2年ごとに全体更新行っている「災
害時要援護者マップ」。今年はその全体更新の年であ
り、8月より各委員が調査にあたる中、9月に関東・東
北豪雨が発生しましたガ、委員は自主的にマップを使
い担当地区の見回りや安否確認を行いました。災害
を通しマップの必要性を再認し、一度作成した台帳の
見直しをする委員も多くいました。
昨年末に完成したマップは今後町へ弓l渡しをします
か、合わせて災害時の活動についても協議する予定
です。大和町民児協ではこれからも知識を深め、災害
に備えていきたいと考えています。

大和町遺族会の終戦70周年記念事業が行われ、3
6名か宮城県護国神社を参拝しました。遺族会では会
員か減少しているなか戦没者の英霊顕彰として追悼
行事を中心に活動を続けています。

∵￣．■∴虻
〜訴いしくいただ宣手した〜
12月18日（金）にク」コマス会を行いました。

今年も白石食品工業様よりケーキのプレゼントがあり、皆さん大喜びで舌
鼓を打ちました。プレゼント交換をしたり、楽しいひとときを過ごしました。

〜イベントに出店しさした〜
−「il．，．

這監二二

■

12月3日（木）に県庁ロビーにて「働く障害者ふれあいフェスティバル」か開催さ
れ、「工房ななつもり」が初めて参加しました。
寒い中多くの来場者の万々に作品を手に取って見ていただきました。2日間で
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・・・▲サrJ▲暫工芸云繭ii 39の事業所か参加し、他事業所で生産した製品を見学する機会にもなりました。
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金紗鮎シティアセンタ＿コ＿ト

大和町ボランティアセンター
TEL O22−345−2156FAX O22−345−7280
E−mail talWa−Shakyo1967

＠poem・OCn・ne・jp
URL http：／／www．taiwaLShakyo．or．JP

手話は視覚による言語のひとつです。
聴覚障害者と実際にふれあうことで独
学や通信学習より正確に学習できます。
手話の経験がなくても大丈夫です。簡
単なあいさつや自己紹介ができると楽し

会 場

大和町保健福祉総合センター ひだまりの丘

いですよ！

内

初心者向け手話入門講座

日
時

程
間

容

2／12（金）、2／19（金）、2／26（金）、

3／4（金）

全4回

13：30′〉15：00

対象者

一般町民、企業、病院、ボランティア活動者等
興味のある方ならどなたでも

受講料

全4回分500円（当日集金いたします）

申込み

大和町社会福祉協議会

仙台傾聴の会代表理事の森山英子先生をお招きし、9月に傾聴ボランティア養成講座を開催しました。基
礎講義の他ロールプレイングによる対話訓練、事例を使っての総合練習と具体的にご指導をいただきました。
豪雨水害により第2講、第3講を12月に延期しましたが8名の万が全過程を修了することかできませんで
した。現在1期生の皆さんでボランティアグループ「大和傾聴の会」を立ち上げ、町内の高齢者施設で活動
を始めています。社会福祉協議会では、今後も地域の高齢者の見守りや支え合い活動のひとつとして、担い
手の育成とグループの支援を行って参ります。
「大変有意義な講座でした。難しかったか楽しく学ぶことができ
ました。」
「友人や知人との会話lこも役立てていい人間関係を築いていけそ
うな気がします。」
「とても勉強になりました。」
「ぜひ実践したいと思います。」
「傾聴は日常生活の中にあっても大切なことだと思いました。」
「自分は人の話に日を傾け聴くことが苦手でしたか、今回勉強し
てとてもよかった。」
「難しかった。でも先生のひと言ひと言が胸に響く言葉で、私に
はとても勉強になりました。」
「会話の難しさを実感しました。講座で学んだことをボランティ
ア活動で活かしていこうと思いました。」

7化す7収集ボランティ丁
伊藤美津枝さん、鶴巣婦人会さん、干葉裕子さん、目黒京子さん、瀬戸さん、宮床児童館の皆さん、吉岡児童
館の皆さん、もみじケ丘地区・杜の丘地区の皆さん、高橋たけ子さん、堀田幸子さん、小石さん、さとうめい
なさん、その他多くの匿名の皆さんボランティア活動ご苦労様です。
＊＊＊＊空き缶は水ですすいで指定日に指定の場所へ出しましょう
ゴミの集積所から集めるのはやめましょう＊＊＊＊

＜ボランティアコーナーの記載についてのお申し込み・お問い合わせは大和町社会福祉協議会までお願いします。＞
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募

集

宮城いき齢雷撃慣
平成恕年乳用 タイ学生語長
℡225・8477

宮城県社会福祉協議会

茶飲み会です。

2月21日（日）10：00〜12：00

2月18日（木）、3月10日（木）
10：30〜12：00 ひだまりの丘

大和町町民研修センター
無料

会費100円、申込不要

生活相談所開設団のお翔魯せ

http：／／www．miyagiTS軋．net／いきがい健康課

県内居住の概ね60歳以上の方
①仙南校②大崎校③石巻校④気
仙沼・本吉校（9登米・栗原校
募集人員：各校40人
学習日：年間22日間（2学年制）
内容：生きがいと健康づくりを
めざし、地域活動の指導者として
必要な内容を身につけます。

窯国章寅こ鐙臆より兼和田へ遅蔦屈た億
舘往き貌た皆揺斤′ 蓋う這奇策細距ヾ

募集期間：H27年12月1日（火）

い。皆さんのお越しをお待ちして
います。

〜H28年2月29日（月）必着

入学金
受講料

5，000円
年間20，000円

…各市町村の福祉担当課や生涯学
習課及び県社協ホームページから
も入手できます。通学可能であれ
ば、いずれの校に申し込んでも結
構です。

イベント
にしび吹かの美術蔑
第塁固展示 堀井正明回顧展
「昇窒する覇誉和治が生きる雷朗∋残苦だ∋た勾」
℡070・5011・0028

nisipica小野田

平成27年10月23日（金）
〜平成28年2月29日（月）

℡345・2156 大和町ボランティアセンター

ようこそ大和町へお出でくださ
いました。美味しいお茶をいただ
きながらみんなでおしゃべりする
サロンを開催します。申込不要、

2月15日（月）、3月14日（月）
10：30〜14：00 ひだまりの丘

一無料

子吉冒軍国訝開催のお細島せ
◆子育てサロンきらきら
2月12日（金）、3月11日（金）
10：00〜11：30

大和町社会福祉協議会

日常生活の困り事、心配事はあ
りませんか？相談員が親身になっ
てご相談に応じます。
2月18日（木）、3月10日（木）
10：00〜15：00 大和町役場

1階会議室 無料

ふら〜つと遊びに来てみてくださ

結果報告
第35圏光軸闘小中学生書初め大会

結果報告（本会後援事業）
●社協会長賞
中学1年生の部【真心】
鈴木 勇摩さん（大和中）
中学2年生の部【尊敬】
文屋 優羽さん（大和中）
中学3年生の部【達成】
蜂谷 陽美さん（大和中）

大和町町民研修センター 子育
て支援ボランティアグループ・き
らきら代表・佐々木

342−2444

0歳〜未就学の子どもとその親、
祖父母など 無料（お子さんに必要
な飲み物・おやつなどはご持参くだ
さい）

11：00〜17：30（木曜休館）

吊こしびりかの美術館
（吉岡字館下47街の喫茶店の奥）

℡345・2156

おも葛や顧よう齢鮎
日宇㌦下町郡与のお祁らせ

講座案内、イベント告知、ボランティア

募集など、地域や福祉関係の情報を
掲載します。掲載したい情報がありま
したら大和町社会福祉協議会（TEL・
345−2156FAX345−7280）までお寄せ

一一無料

℡090−8616・2636 おもちゃ病院ひまわり院長勝又

ください。

※内容によっては掲載できない場合

駿なたぼっこの会開催のお知らせ

壊れたおもちゃをお持ち込みくだ
さい。お子さんからお話しを伺いなが

℡345・2156 大和町ボランティアセンター

らおもちゃドクターがその場で修理し

どなたでもご参加いただけるお

や内容を一部省略することがありま
すこ

ます。

問題10月24日（土）、大和町社会福祉協議会では、「〇〇〇〇大作戦！」と称した
○にあてはまる言葉はなんでしょうか？（＊こたえは、本紙の中にあります）

☆正浣着の申無闇由送で5名様陀防災グッズ竃ラ虹ゼン棋亙

・下記の①〜④を全てご記入の上、ハガキ・メール・FAXのいずれかでお送りください。（〆切2月29日）
・当選者の発表は、プレゼントの発送をもってかえさせていただきます。

・ご応募いただいた個人情報は、賞品発送の目的以外には使用いたしません。
①問題のこたえ（ひらがな4文字）

㊤郵便番号（彰住 所

送り先：〒981−3621大和町吉岡字館下88 大和町社会福祉協議会

④氏 名
⑤年 齢
（参たいわ社協だよりの感想
※掲載情報は、スペースの関係で内容を省略してあります。

FAX：022−345−7280
E−mail：taiwa−Shakyo1967＠poem．0Cn．neJP

平成28年1月20日発行

醇掛紺隠鴎晦臓
障害者就労支援施設隠型あ闘⑳郷

NPO法泉ふれ忍い

TEL344−6491FAX344L6497

TEL346．5008

吉岡字館下86

新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたしま
す。今年は例年よりも暖かい様で、インフルエンザもまだ流行
していません。このままならば良いのですが、流行はこれから
でしょう。油断せずに今年も健康に1年を過ごしたいですね。

FAX346−5044

「一泊旅行」で、千葉県小湊温泉に行きました。初日は新幹線「はやぶさ
8号」に乗り、次に車イス対応バスでアクアライン経由して鴨川シーワ
ールドを見学、途中うっすらと富士山を見ることができました。二日目は

横浜中華街で食事をして、総勢46名大変楽しい思い出ができました。

卜jPO法人黒川ここうの応援団

特別義認老人ホーム和風園

TEL347−0028

TEL346−2229

FAX343−7077

吉岡字館下47

宮床字下小路46−1

FAX346−2305

小野字前沢1

にて死亡。今、注目を浴びる事になった。今、あなたの目で再評価を。

和風園では、行事や手芸、絵画、クラブ活動など、た
くさんのボランティアさんのお手伝いをいただき、笑顔
をいっぱい咲かせる事が出来ております。皆様に感謝し
ながら、これからもよろしくお願いいたします。

大和町地域活動支援センター工房ななつもリ

鶴巣撲⑳家

TEL345−2156

ⅧL347−7181FAX343−2272

堀井正明回顧展開催刺彼は描きを志した。文武に長けていた彼は
両親の期待も大きかった。ところが画壇にて苦悩を深め20代から精神

科入退院を繰り返し晩年は20数年の長期入院となり2014年病院

FAX345−7280

吉岡字館下88

鶴巣下草字観音堂6＆1

あけましておめでとうございます。寒さが続いております
が、皆様いかがお過ごしでしょうか？工房ななつもりでは、
干支の申にかけまして、心ウキウキな活動をしていきたいと
思います。本年もよろしくお願い致します。

本年も宜しくお願いします。みなさんも正月のもちを のどっ
ぱみ しないで召し上がれましたか？あんこ、のり、なっとう
ずんだ！んめえ〜んだよねえ〜！桜の家の利用者さんも、もち
だけでなぐのどっばみ に気を付けて食事をして下さいネ！

大和町地域包括支援センター

特別養護老人ホームまほうばの里たいわ

TEL345−7241FAX345−7240

TEL779−7785

吉岡字西桧木1−1

まだまだ寒い日が続いています。活動の機会も減り、自宅に閉じ
こもりがちな生活を送ってはいませんか。体を動かす機会や環境
は意外に身のまわりにあるものです。テレビを見ながら家事をしな
がらなど、自宅での役割や楽しみを上手に活用していきましょう。

FAX779−7786

吉田字高田西34番地

町内の神社にご協力を頂き「まはろば神社」を建立いた
しました。施設内に、鳥居・参道・手洗舎・拝殿を作り、みん
なで初詣でを行いました。そして午後からは、七福神が舞い
降りました。これで今年も幸せな1年になりそうです。

地域支援センター えいらく

在宅心身障富者曝震施設雷減県忠撃森希望の家

TEL779−5091FAX779−5394

TEUFAX345−3701吉田字上童子沢21

吉岡字中町32

地域支援センターえいらくでは、グループホームで生活し
ている降がい者の方々の生活支援を行っております。地域
の皆様に支えて頂きながら今後も務めていきたいと考えて
おります。どうぞよろしくお願いいたします。

七ツ森希望の家は、降がいをお持ちの方とそのど家族の
ための保養施設です。冬季も園庭で雪遊びをしたり、周辺を
散策するなどお楽しみがいっぱいです。職員一同、皆様の
ど利用をお待ちしております。

地域支援麿影ターぱ約習筐底』叢か

障害者支援施設宮城県船形コロニー

TEL344−3620

TEL345−3284

FAX344−3595

吉岡字南金谷下8−7

FAX345−3984

吉田字上童子沢21

町のHPより閲覧できますので、ご利用ください。

昨年暮れ、松島の大観荘にておおくら園の忘年会が催されま
した。ご利用者の1／3以上にあたる24ど家族を含め、総勢
116名という「大宴会」でした。参加の皆様は豪華な料理や演芸
を充分に堪能し、会場内は笑顔の花が「満開」の年の瀬でした。

董藍老人ホーム借楽園

大募集！（衆相国社会福祉協言議会雷謡局う

地域支援センターばれっとよしおかは黒川郡内の障害
児者、ど家族、関係機関からの相談を受けています。福祉サ
ービスの利用方法等黒川地域福祉サービスガイドブックを、

TEL346−2221FAX346−2222

小野字前沢31−1

去る12月17日に忘年会があり、宮床婦人会友の会の47名から
唄や踊り、オカリナ演奏の余興があり、一緒に唄ったり踊ったり
と大盛況で終わりました。会食会では美味しいご馳走を食べなが
ら、この一年の思い出を語り合い楽しい忘年会で終わりました。

樹 たいわ社協だより第103号

TEL345−2156

FAX345．7280

吉岡字館下88

「100文字いんふお」に掲載して、施設・事業所を紹介
してみませんか？活動の様子やイベント告知、講座案内な
ど、情報を地域へ発信したい！という施設や事業所を募集
しております。お気軽にお問合わせください。

昨年9月に大きな被害をもたらした関東・東北豪雨。9月30日
の災害ボランティアセンター閉所後も町民の方々より要請があ
り、ボランティア派遣を続けてきました。今号では、10月の活動に

「1】

F豪雨災軍』

活動報告

ついてご報告いたします。

】

」

■ほほえみ大作戦！

■笑顔満開な1日
床上浸水の被害を受けた石川さんご夫婦。床下

10月24日（士）、「ほほえ

の泥だし作業のため、10月12日（日）、ボランティア18

み大作戦！」と称した1日限

名が集まりました。1日かかりの作業でしたが、石川
さんはボランティアにこまめに声掛けするなど、和
気あいあいとした雰囲気で皆さんの笑顔が印象的
な活動でした。

定災害ボランティアセンター。

7件のニーズに対し、全国か
ら31名のボランティアか駆

け付けてくれました。依頼
者さんご家族と共に気持ち
の良い汗をなかし、7件全て
の作業が1日で完了しまし
た。

●たくさんの方々にきて頂き感謝の気持ちでいっぱ
いです。おかげさまで新しい畳であ正月を迎えるこ
とか出来ました。ボランティアの皆さん一人ひとりに
「ありがとう」を伝えたいです。本当にありがとうご

●丹波市豪雨災害でお世話になった仲間が頑張っ
ていると聞き、参加しました。少しでもお役に立てた
のなら嬉しく思います。大作戦でできたつながりを
きっかけに、今度は大和町の魅力を見つけに来たい
と思います。
兵庫県在任中村仲一郎さん

ざいました。 高田地区石川文男さん・＜にえさん

大利町社会福祉協議会では、随時ご相談を

10・11月の活動状況
10月15件 のベ61人
11月 7件 のベ 8人

受け付けています。
お気軽にお問合わせください。℡345−2156

ありがとうございます

たたかい善意

︵平成27年10月16日〜平成28年1月15日︶

松縁神道大和山様
金 六〇︑〇〇〇円
㈱セレモニー吉岡 様
金一〇︑〇〇〇円

吉岡小学校JRC委員会様
金
四︑九九四円
くろかわ商工会工業部会

大和支部刃物研ぎ会様
金一五︑〇〇〇円

大和町グラウンド・ゴルフ協会

吉岡支部様
金 一︑八〇〇円
演歌ひまわり会様
金 五〇︑〇〇〇円
あさひな農業協同組合 様
金一七︑三八二円
宮城県社会福祉協議会様
金二〇〇︑〇〇〇円

トヨタ自動車東日本㈱

労働組合 様
金一二〇︑〇〇〇円

特定非営利活動法人せんだい・

みやぎNPOセンター様

金二〇〇︑〇〇〇円
姫宮神社様 八坂神社様
須賀神社様 熊野神社様
八幡神社様 六所神社様

撤下米ひとめぼれ60kg

※歳末たすけあい運動へ募金を

いただいた団体等のご芳名は

3ページに掲載しております

編集後記

あけましておめでとうございます︒

員の皆さん︑ボランティア友の会の

新年号の表紙は﹁地域に広がる笑
顔の輪﹂︑地域の民生委員・児童委

皆さんと地域の親子との交流会

毎年︑仙台大学の学生さんが︑

＆芋煮会の一場面です︒

大和町には地域福祉を支える

みんなで楽しめるゲームなどを企
画してくれることで︑1年に1度
の交流の場は︑いつも笑顔でいっぱ
いになります︒
その後の芋煮とおにぎりにも⁝
美味しさに︑また笑顔になります︒

団体があります︒表舞台より裏方
で支える方々もたくさんいます︒
様々な活動にスポットを当て︑地
域を支える皆さんをご紹介してい
きたいと思います︒︵上田︶

URLhttp：／／聖・tai範￣Shakyo・Orj雌早戸憩出出鼻廻細胞

この広報紙は社協会費と赤い羽根共同募金の配分金で発行しています

