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抜き取ってお読みください

社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき、市民の皆さまの参加と協力によって地域福祉の推進を図ることを目的とする、民間の福祉団体です。

社協あつぎ
ひとりひとりが主役 ！ みんなでつくろう、 地域の ふ（ふ だ ん の）く（く ら し の）し（し あ わ せ）
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企業・NPO・大学等

パートナーシップミーティング2022

　複雑化・多様化する地域課題を解決するためには、その地域にある企業や大学、NPO、福祉団体などが協働・連携することが
大切です。
　本会では、第6次地域福祉活動計画の中で「パートナーシップで目標を達成しよう」を活動目標の一つとして掲げ、具体的な取り組み
を「様々な分野の個人・団体・企業がそれぞれの強みをいかして連携する」としています。
　今回、神奈川県、座間市社会福祉協議会、綾瀬市社会福祉協議会と共に、県央地域の企業や大学、NPOなどが出会い、協働・連携を作り出す
きっかけの場「パートナーシップミーティング」を開催します。
　地球に住み続けるためにより良い世界を目指す国際目標である「SDGs」を切り口に、新たなつながりを見つけ、
地域での活動を広げませんか。

県央地域の企業、NPO、大学、ボランティア団体、市民　計30人

◀ SDGｓって？

「パートナーシップミーティング」を
もっと知りたい！ ▶

令和４年度　厚木市高齢者・障がい者虐待防止講演会「“本人に寄り添う”とは…？」

基調講演 実践事例紹介

令和5年1月18日（水）

※�厚木市、座間市、綾瀬市内に所在がある企業、NPO、大学、ボランティア
　団体、市民を優先。応募多数の場合は抽選後、結果を通知。
※同一の組織から複数名参加を希望する場合は要相談。

1４：00～1７：30（１７：05〜の交流会は自由参加）

アミューあつぎ ７階　amyuスタジオ（厚木市中町2-１2-１5）

SDGsの最新動向をはじめ、
異なる立場同士が出会い、
つながる意義と必要性について
お話しいただきます。

「思い」や「考え」をカタチにして選択、決定するためにどのようなことが大切かを一緒に考えてみませんか？
「意思決定支援」を通じて本人が周囲へ意思を伝え、支援者がそれを理解していくことが虐待への予防、防止へとつながります。
意思決定支援と虐待防止の関係について、わかりやすくお話します。
　対　象　市内在住または在勤の方
　日　時　令和5年1月2７日（金）１4時〜１6時
　講　師　鈴木　敏彦　氏（和泉短期大学児童福祉学科教授・神奈川県意思決定支援専門アドバイザー）
　参加費　無料
　参加方法　※どちらかをご選択ください。　①集合形式での参加（定員40人）※先着順
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場：アミューあつぎ　7階　ミュージックルーム1（厚木市中町2-１2-１5）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②Zoomによるオンライン形式での参加
　申込方法　①集合形式：二次元コードまたは電話、FAX、メールにて講座名・氏名・年齢・住所・電話番号をお知らせください。
　　　　　②オンライン形式：必ず、二次元コードからお申し込みください。※①の集合形式の申込は１2月１5日から開始します。
　申込締切　令和5年1月6日（金）
　申込先　厚木市権利擁護支援センター　あゆさぽ　　　☎︎�225-2939　　FAX�225-302１　　ﾒｰﾙ�kenri@shakyo-atsugi-kanagawa.jp
　共　催　厚木市　/　厚木市高齢者・障害者虐待防止ネットワーク　/　厚木市権利擁護支援センター　あゆさぽ

【企　業】第一生命保険株式会社　厚木支社　
　　　　　次席支社長　新田　俊光　氏
【NPO】NPO法人厚木つばきの会　つばき作業所　
　　　　　所長　横見　慎太郎　氏
【大　学】神奈川工科大学

地域連携・貢献センター長　小川　喜道　氏
【中間支援組織】
　　※行政と地域の間に立ち様々な活動の支援をする組織のこと
　　　　社会福祉法人厚木市社会福祉協議会
　　　　　地域福祉係　職員

長野県立大学大学院�教授
ソｰシャﾙ・イノベｰション創出センタｰ長
　秋葉　芳江　氏

無料

令和5年1月5日（木）正午

ボランティアセンター
☎︎046－225-2７89

二次元コードから申し込みをお願いします。
または、ボランティアセンターまでお問
い合わせください。

in 厚木・座間・綾瀬
～ SDGs×新たな 出会い と つながり ～

開催

対象 参加費

日時 申込

会場 締切

問合先

申し込みは
こちらから
☜



社会福祉法人 清琉会 「手を合わせ　心あわせて　しあわせに」
共にあること　共にくらすこと　共によろこぶこと

ムツアイホーム　やすらぎ（特養・短期・通所・居宅）
　　　　下川入1296　☎︎245-8312
ムツアイホーム　すこやか（ユニット型特養・短期）
　　　　下川入1321　☎︎244-2311
ムツアイホーム　うるわし（短期）
　　　　下川入1321　☎︎244-2311

社会福祉法人　厚木慈光会玉川グリーンホーム（介護老人福祉施設）
小町山グリーンホーム
　（サービス付き高齢者向け住宅（特定施設指定有り））
高松山グリーンホーム（グループホーム：厚木市愛名）
愛甲グリーンホーム（グループホーム：厚木市愛甲）
厚木市玉川・森の里地域包括支援センター

厚木市小野734番地の2　TEL046（248）7778（法人代表）

入居者入居者
 募集中！ 募集中！

（２） 社 協 あ つ ぎ令和４年12月15日

　市民の日常生活における様々な
悩み事、心配事などを気軽に相談でき

る窓口です。

福祉まるごと相談

相談日　
　平日８時30分～17時15分
　（祝日・年末年始を除く）
場　所　
　厚木市保健福祉センター ５階
問合せ　
　総務係・援護係　☎ 225-2947
　地域福祉係　　☎ 225-2949

広告

毎年秋から冬にかけて厚木市、神奈川県、そして全国の社会福祉大会が行われます。
社会福祉の向上に貢献された方や多額の寄付をされた方を表彰し、感謝の意を伝える場です。
本市からも多くの方が受賞されました。受賞された皆さま、おめでとうございます。 （敬称略・順不同）

８月20日から11月20日までに善意
銀行・ふれあい基金へ寄付金をお
寄せいただいた方々です。
 （敬称略・順不同）

三菱ふそう労働組合本社支部 40,000円

睦合北ターゲットバードゴルフクラブ 10,000円

夕なぎ会 30,000円

福祉クラブ生協　W.Coらら・むーぶ厚木 10,000円

スウィートスポット 30,000円

厚木市歌謡協会 55,000円

皆さまの応援
ありがとうございます

社会福祉の功労者を表彰

　通院や外出、急なケガな
どで一時的に車いすが必要と
なった市内在住の方に対して、
２ヶ月間車いすを無料でお貸
しします。

車いす貸出

問合せ
　援護係　☎ 225-2947

■厚木市社会福祉協議会 会長表彰 
　◇地域福祉推進委員会役員　柳田光太郎
　◇自治会長　作川茂、千葉俊司、他１人
　◇民生委員・児童委員　笹生由美、石嶋かおる、遠藤勝、山室好平、
　　　 宮田和子、小島律子、嶋崎眞一、加藤延幸、片野春男、井上英男、

安部冨士雄、望木文夫、新徳初美、奥田光子、小池明子、小澤彰、
栗林愛子、長野都美子、細野貴世美、永里芳之、川嶋庸子、

　　　小池康子、石川季夫、宮本隆、横本久、中村守、 田島浩美、
　　　 福田健也、松行康子、相橋裕、吉岡壽子、西川伸八、町田純子、

髙田幸夫、中村真紀子、宗藤崇、菅正清、広瀬啓子、他１人
　◇保護司　１人
　◇更生保護女性会役員　田中知子、小金千惠子
　◇老人クラブ連合会地区役員　橋本勝彦、長尾登、平戸卓、三橋正義
　◇当事者団体等役員　落合桂子、苅邉利惠子
　◇単 位老人クラブ　旭町一丁目老人会、中荻野第二寿会、夢クラブ宮

の里、恩名しあわせクラブ福寿会、船子きずなクラブ
　◇ボランティア　石射順子、佐藤美千子、安達美登里、庄司昌美、
　　　長谷川圭子、中島美代子、須田留美子、滝澤幸子、秋元和子、
　　　青木震二、他２人
　◇ボランティア団体　厚木市福祉教育推進ボランティアあおぞら会
　◇民間福祉施設 施設長　西迫哲

■厚木市社会福祉協議会 会長感謝
　三菱ふそう労働組合本社支部、前場政行、山本隆広・山本治夫、
　一般社団法人生命保険協会神奈川県協会、厚木市全国県人会連合会、
　 神奈川県トラック協議会・厚木、他２人

第53回厚木市社会福祉大会

■民生委員・児童委員　井上敏昭　
■社会福祉施設等役員・従事者　渡邉愛、富樫英美、吉田孝枝、
　　平井真美、臼井こず恵、甲斐真弓、佐藤明美、吉田悦子
■ボランティア　山口長夫
■ボランティア団体　厚木市誘導赤十字奉仕団
■共同募金運動功労者◇自治会長　三木智之

神奈川県知事表彰

■神奈川県社会福祉協議会 会長感謝
　◇民生委員・児童委員　竹原由美惠、関原薫、永井明、小泉京子
　◇社会福祉施設等役員・従事者　田中千香子、栗原大、小久保隆史、
　　　梶野晶子、楯石純子、菊地華子、渡澤倫子、嶋崎美香
　◇ボランティア　永易由紀子、佐々木正子、高橋あや子、齋藤里江
　◇ボ ランティア団体　太鼓集団舞彩駒、厚木市マルチメディアボラン

ティア
　◇公立社会福祉施設等現業員　宮崎美佐恵、吉岡由紀子、根橋あゆ美、
　　　浅岡静香、水越幸恵、堀芽里

■神奈川県社会福祉協議会 会長表彰
　◇民生委員・児童委員　村井久雄
　◇里親　阿部浩一、阿部峰子
　◇社会福祉施設等役員・従業員　大久保直幸、大矢織、古木名友一、
　　　 小島健司、新海 操、細貝英祐、川原谷千景、宮山二郎、召田陽介、

青山聡、藤原恵子、内野大介、沖本水美子、角田一友、畠腹愛香、
飛田瞳、森美雪

神奈川県社会福祉協議会 会長顕彰

■神奈川県共同募金会 会長感謝
　◇自治会長　川崎英司、作川 茂、古茶一英、他２人

神奈川県共同募金会 会長顕彰

■中央共同募金会 会長表彰
　◇自治会長　笹山惠一郎

中央共同募金会 会長顕彰

■ボランティア　桐村典子

厚生労働大臣表彰

■かながわ福祉みらい賞　澁谷麻美

神奈川県表彰



社会福祉法人　若葉会

保育士募集

依知保育園 荻野すみれ愛児園

見学随時受付中。
お気軽にお問い合わせください。

https://wakabakai.hp.gogo.jp

厚木市関口390番地
TEL：046-245-0531 
Mail：echi.hoikuen@gmail.com

厚木市鳶尾2-25-6
TEL：046-241-1306
Mail：oginosumireaijien@gmail.com

広告

社 協 あ つ ぎ （３）令和４年12月15日

※�各講座等について、コロナウイルス感染症の拡大状況によっては
内容が変更になる、または中止する場合もございます。
　あらかじめご了承ください。

　視覚障がい者の誘導法を学びませんか。
　外出支援・交流活動・学童教育など、あなたの
都合に合わせてできる、やりがいのあるボラン
ティア活動です。
対　象　�市内在住または在勤で、講座終了後に誘

導ボランティアとして活動が可能な方
　　　　５人（応募多数の場合は抽選）
日　時　１月30日～２月27日の毎週月曜日　
　　　　全５回　13時～15時30分
場　所　厚木市保健福祉センター�４階
　　　　ボランティア作業室
参加費　無料
申込方法　�１月20日（金）までに

電話、FAX（講座名・
氏名・年齢・住所・電話
番号を記入）または二次
元コードからお申し込み
ください。

申込先　ボランティアセンター
　　　　☎�225-2789　FAX�222-7440
主　催　厚木市誘導赤十字奉仕団

　「どのような活動や分野があるのか」「必要な心
構えは？」など、ボランティアを始める前の基礎
的な知識を学びます。
対　象　�厚木市在住または在勤、在学者でボラン

ティアに関心のある方�20人
日　時　３月４日（土）　13時30分～15時30分
場　所　厚木市保健福祉センター�４階
　　　　ボランティア研修室
講　師　松蔭大学経営文化学部�准教授�仲�伯維�氏
参加費　無料　
申込方法　�２月15日（水）までに電話、

FAX（講座名・氏名・年齢・
住所・電話番号を記入）
または二次元コードから
お申し込みください。

申込先　ボランティアセンター
　　　　☎�225-2789　FAX�222-7440

　目の不自由な方を対象に、パソコン操作をサポートするボランティアです。
　「画面読み上げソフト」を使って文書作成、メール、ネット通販、電子図
書等利用しています。優しく寄り添って、パソコン操作のお手伝いをしてく
ださる方を募集します。
対　象　Windowsパソコンの初歩的操作が可能な方�５人
日　時　講義：２月21日（火）、体験学習：３月７日（火）
　　　　いずれも10時～正午
場　所　厚木市保健福祉センター�４階　ボランティア研修室
参加費　500円（当日徴収）
申込方法　�２月10日（金）までに電話、FAX（講座名・氏名・

年齢・住所・電話番号を記入）または二次元コード
からお申し込みください。

申込先　ボランティアセンター
　　　　☎�225-2789　FAX�222-7440
主　催　厚木障害者PCサポートクラブ

福祉教育推進ボランティア養成講座
　市内小・中学校で車いす操作や高齢者擬似体験
を指導するボランティア活動をしてみませんか。
対　象　�市内在住または在勤でボランティアに関

心のある方�５人程度
日　時　２月７日（火）、８日（水）
　　　　全２回　13時30分～16時
場　所　厚木市保健福祉センター�４階
　　　　ボランティア作業室
参加費　無料
申込方法　�１月19日（木）までに電話、FAX（講

座名・氏名・年齢・住所・
電話番号を記入）または
二次元コードからお申し
込みください。

申込先　ボランティアセンター
　　　　 ☎ �225-2789
　　　　FAX�222-7440
主　催　厚木市福祉教育推進ボランティア　
　　　　あおぞら会

　聞こえにくい方のために、その場の音声情報を
文字にして伝える方法を学びます。あなたの文字
が助けになります。
対　象　市内在住または在勤、在学の方�10人
� （応募多数の場合は抽選）
日　時　１月16日～３月６日の毎週月曜日
　　　　全８回　13時30分～15時30分
場　所　厚木市保健福祉センター�４階　
　　　　ボランティア研修室
参加費　無料
申込方法　�厚木市講座予約システムからウェブ申込

（講座番号2206001）または、往復ハガ
キで、講習会名、〒住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話・FAX番号、メールア
ドレス、応募動機、託児希望の場合はお
子様のお名前と生年月日、市外の方は勤
務先または通学先を書き、１月４日（水）
（必着）までに郵送。

申込先�及び�問合先
　　　　〒243-8511　厚木市障がい福祉課
　　　　（郵便番号だけで届きます）
　　　　☎�225-2221　FAX�224-0229

手書き要約筆記講習会 手 話 入 門 講 座
　手話を学ぶことを通して、聴覚障がい者に対す
る認識や理解を深めます。
対　象　市内在住または在勤、在学の方�20人
� （応募多数の場合は抽選）
日　時　２月３日～３月３日の毎週金曜日
　　　　全５回　13時30分～15時
場　所　厚木市保健福祉センター�４階
　　　　ボランティア研修室
参加費　1,000円（初日に徴収）
申込方法　�１月19日（木）までに電話、FAX（講

座名・氏名・年齢・住所・
電話番号を記入）または
二次元コードからお申し
込みください。

申込先　ボランティアセンター
　　　　 ☎ �225-2789
　　　　FAX�222-7440
その他　当日は13時15分までに来館。
　　　　フェイスシールドの無料配布あり。
主　催　厚木市手話サークル�あゆの会

　成年後見制度、死後事務委任契約、家族信託、
遺言…「何が何だか分からない…」「何を知って
おけばいいの？」という方もいらっしゃると思い
ます。
　今回は司法書士の先生から今後に備えるポイン
トを解説していただきます。お気軽にお申し込み
ください♪
対　象　市内在住または在勤の方�34人
� （応募多数の場合は抽選）
日　時　１月24日（火）14時～16時
場　所　アミューあつぎ�６階�ルーム610
講　師　司法書士　古根村博和�氏
　　　　（司法書士古根村・片山事務所）
参加費　無料
申込方法　�１月６日（金）までに電

話、FAXまたはメール
に講座名・氏名・年齢・
住所・電話番号・メール
アドレスを記入し、お申
し込みください。二次元
コードからもお申し込みいただけます。

申込先　厚木市権利擁護支援センター�あゆさぽ
　　　　☎�225-2939　FAX�225-3021
　　　　ﾒｰﾙ�kenri@shakyo-atsugi-kanagawa.jp

　調理をしながら正しい食生活のあり方について
楽しく学ぶ教室です。
対　象　市内在住で、65歳以上の男性�８人
� （応募多数の場合は抽選）
日　時　２月10日（金）10時～13時30分
場　所　アミューあつぎ�６階
　　　　クッキングスタジオ
講　師　厚木市食生活改善推進団体
　　　　「厚味会（あつみかい）」
参加費　1,000円（当日徴収）
申込方法　�１月20日（金）までに電話、FAX（講

座名・氏名・年齢・住所・
電話番号を記入）または
二次元コードからお申し
込みください。

申込先　援護係
　　　　 ☎ �225-2947
　　　　FAX�225-3036

男 の 料 理 教 室

募集とお知らせ

ボランティアスタートアップ講座

パソコンサポートボランティア講座

厚木市権利擁護支援センター あゆさぽ
成年後見制度普及啓発講座

「知っていれば安心
～最期に向けて今から準備できること～」

誘 導 法 講 座
「聴覚障がいの基礎知識」講演会

　講習会１回目（１月16日�（月）13時30分
～15時30分）を公開します。文字による通
訳と難聴者の聞こえを支援する設備「ヒアリ
ングループ」あり。
対　象　どなたでも可
　　　　会場での参加は�10人
� （応募多数の場合は抽選）
場　所　厚木市保健福祉センター�４階　
　　　　�ボランティア研修室�

またはZoom参加
講　師　神奈川県聴覚障害者福祉センター
　　　　相談員　大本純子�氏
申込方法　�厚木市講座予約システム（講座番号

2206002）または往復ハガキで１
月４日（水）（必着）までに郵送。
上記の項目の他に、希望の参加方法
（①会場②Zoom）も記載。



（４） 令和４年12月15日 社 協 あ つ ぎ

　本会の趣旨にご賛同いただいた住民の皆さま・事業所の皆さま、「賛
助会員会費」にご協力いただき、誠にありがとうございました。
　ご協力いただきました会費は、地域の福祉活動や本会の福祉事業等の
活動財源として活用させていただきます。
　地域福祉の輪を広げていくため、なお一層のご協力をお願いします。

【賛助会員会費　中間報告】　（11月20日現在）
　　総額：14,403,671円
　　内訳：個人（戸別）12,215,419円　　法人（事業所）2,188,252円

　本会では、有料在宅援護事業「あつぎしあわせライフサービス」を提
供しています。
　高齢者や障がい者、ひとり親家庭などで家事や介助にお困りの方を対
象に、地域住民の協力会員がお手伝いに伺います。（登録制）

　「赤い羽根共同募金」は、毎年10月１日から全国一斉に実施されてい
ます。
　皆さまからお寄せいただいた募金は、県共同募金会の配分審査を経て、
その多くが市内民間福祉施設の整備費や、市内の様々な福祉活動に活用
されます。本会に配分された募金は、小・中学生等を対象とした手話・
車いす操作などの体験型福祉教育や、各種ボランティア養成講座などに
使われています。その他、広域に活動する民間福祉施設の整備費や、災
害時の復興支援活動などに活用されます。
　赤い羽根共同募金の運動期間は令和５年３月31日までです。引き続き
ご協力をお願いします。

【赤い羽根共同募金 中間報告】（11月20日現在）
　　総額：9,354,976円
　　内訳：戸別募金 7,358,523円 ・ 法人募金 1,358,247円
　　　　　街頭募金 112,305円 ・ 職域募金 296,625円
　　　　　学校募金 39,842円  ・ そ の 他 189,434円

　11月11日（金）、厚木市文化会館小ホールにて成年後見制度地域連携
講演会「これから安心した生活を送るカギ～成年後見制度の活用～」を
開催しました。みなと横浜法律事務所の内嶋順一弁護士にご講演いただ
き、76人の方が参加されました。

　参加者から事前にいただいた質問を交えて説明があり、有意義な２時
間となりました。参加者からは「具体例もあり、理解がしやすかった」
という感想が聞かれました。
　今後もあゆさぽでは、成年後見制度をより多くの人に知ってもらうた
め、様々な講座や講演会を行います。本会のホームページでも随時ご案
内をしておりますので、お見逃しなく♪

応募資格　心身共に健康な市内在住者（年齢・経験・資格不問）
活動内容　 家事（調理・買物・洗濯・掃除等）、介助（通院等）、相談（話

し相手）、生活援助（草むしり等）など
活動報酬　１時間 900円～（曜日、時間帯による）
問 合 先　援護係　☎ 225-2947

　福祉施設で使用される車いすには、お一人でも操作がしやすいようブ
レーキにラップの芯を被せたブレーキ補助具が使われています。
　家庭で使用した後はゴミになってしまうラップの芯、有効活用しませ
んか？

　後見人が行う家庭裁判所への報告や、記録の管理の方法、被後見人へ
の対応についての疑問など、実際に後見活動をしている方同士で情報共
有を行う、親族後見人交流会を開催します。
　ぜひご参加いただき、今後の後見人の活動にお役立てください。
対　象　 市内在住または在勤で、親族の成年後見人・保佐人・補助人を

されている方　20名（先着順）
日　時　2月22日（水）14時～15時30分
場　所　厚木市保健福祉センター 4階　ボランティア研修室
参加費　無料
申込方法　 2月15日（水）までに電話、FAXまたはメールにて交流会名・

氏名・年齢・住所・電話番号・メールアドレスをお知らせくだ
さい。二次元コードからもお申し込みいただけます。

申込先　厚木市権利擁護支援センター あゆさぽ
　　　　☎ 225-2939　FAX 225-3021
　　　　メール kenri@shakyo-atsugi-kanagawa.jp

内径3センチメートル以上のラップの芯（色、本数は問い
ません）をボランティアセンターへお届けください。

　成年後見制度の利用方法や後見人の実務に
関することなど、専門職が相談をお受けします。

　自分らしい人生の最期を迎える準備につい
て心配はありませんか。司法書士が相談をお
受けします。

　高齢者・障がい者の虐待に関わる通報や届
け出を受付し、ご本人やご家族に寄り添い、
関係機関と連携して適切に支援します。
受　付　平日８時30分～17時15分
　　　　（祝日・年末年始を除く）

◇ 弁護士による相談
相談日　毎月第３木曜日13時～14時
受　付　 予約制。相談日の１週間前までに電

話で予約。相談は無料。

対　象　 市内在住の高齢者
相談日　毎月第２・第３火曜日
　　　　13時～15時（１人１時間）
相談内容　遺言、遺産相続、財産管理、家族信託等
受　付　 予約制。相談日の１週間前までに 

電話で予約。相談は無料。

問合先
厚木市権利擁護支援センタ― あゆさぽ
☎ 225-2939　FAX 225-3021
メール kenri@shakyo-atsugi-kanagawa.jp

◇ 司法書士による相談
相談日　毎月第２・第３水曜日
　　　　13時～15時（１人１時間）
受　付　 予約制。相談日の１週間前までに電

話で予約。相談は無料。

問合先
　ボランティアセンター
　☎ 225-2789

成年後見相談 終活相談 高齢者・障がい者の虐待通報受付
厚 木 市 権 利 擁 護 支 援 セ ン タ ー あ ゆ さ ぽ

あつぎしあわせライフサービス協力会員募集

賛助会員会費 中間報告「One･For･All･All･For･One」で支えよう

共同募金 中間報告　～つながりをたやさない社会づくり～

つながる、支える「地域福祉」

報
告

厚木市権利擁護支援センター あゆさぽ　
成年後見制度地域連携講演会
「これから安心した生活を送るカギ
� ～成年後見制度の活用～」

開
催

厚木市権利擁護支援センター あゆさぽ　
親族後見人交流会

協力会員　大募集！
お手伝いをしてくださるヘルパー（協力会員）を

募集しています。

ラップの芯 ＆ 
車いすブレーキ補助具 作成ボランティア

募　集　中

集めたよ 作ってみたい

　ご自宅等で作成されたものを本会にお持ちいただいても
構いません！
　作り方等はお気軽にお問い合わせください。
　ボランティアセンターに集まったラップの芯で
　車いすブレーキ補助具を作成したい方も、大歓迎！
　※作成に要する布、ボンド等は各自ご用意ください。




