
ふれあいゾーン（総合福祉ゾーン）に社会福祉法人習愛会
が運営する障がい者グループホーム「ふれ愛」が
4月 1日にオープンしました。

「ふれ愛
あ い

」オープン！
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平成31年（2019年）4月 1日発行（年4回／ 4月 1日、7月 1日、10月 1日、1月 1日発行）この広報紙は会費・共同募金等の一部によって発行しています。

「平成 30年度青少年健全育成標語」の優秀作品
を 2ページから 7ページ下部に記載しています。
※受賞当時の所属・学年

建物概要 木造平屋建　延べ床面積 344.48 ㎡

主な設備
男性居室5室、女性居室5室、短期入所2室、
スタッフルーム 2室、ダイニングキッチン
2ヶ所、浴室 2ヶ所、洗面所 2ヶ所、トイ
レ 4ヶ所、ホール

入居定員 男性 5名、女性 5名、短期入所男女各 1名

運営主体 社会福祉法人 習愛会
☎ 047-451-3315（あきつ園）

「ふれ愛」の概要



2019年度　社会福祉協議会年間行事予定
詳細は、年 4回発行の広報紙「ふくし習志野」や市広報紙「広報習志野」等に掲載します。
※行事は変更になる場合があります。

4 月 01 日 ふくし習志野発行

5月 26 日  わくわく「春」（バーベキュー大会・ボラン
ティア体験） …詳細 5ページ

6月 09 日  これが吹奏楽だ！  …詳細 7ページ

7月

01 日  ふくし習志野発行
02 日  あじさいクラブ連合会芸能・カラオケ大会
05 日  七夕フェスタ 
24 日  夏休みボランティア説明会

&楽しい工作ボランティア

8月

04 日  わくわく「夏休み体験」（昼食づくり・レク
リエーション） …詳細 5ページ

07 日  ボランティア体験教室
08 日  あじさいクラブ連合会囲碁・将棋大会
27 ～ 30日　あじさいクラブ連合会作品展

9月
3 日、10日、17日、24日
 はじめてのボランティア講座
12 日  さくらの家　敬老の日イベント

10月

01 日  赤い羽根共同募金運動 
01 日  ふくし習志野発行
16 日  AED講習会 
30 日  ハロウィンフェスタ 

11 月 19 日  福祉功労者顕彰式

12月 01 日  歳末たすけあい募金運動 
18 日  クリスマスフェスタ 

2020年
1 月

01 日  ふくし習志野発行
09 日  新春賀詞交歓会

2月 03 日  節分フェスタ 

3 月 02 日  ひなまつりフェスタ 
5 ～ 7日　さくらの家　さくらまつり 

毎月

工作ボランティア
　第 2、4火曜日　午後 1時 30分～ 3時 30分
収集ボランティア
　第 2、4木曜日　午後 1時 30分～ 3時 30分

 は、ふくっぴーが登場する行事です。
 は、ふくっぴーファミリーサロンでの行事です。

さくら相談心配ごと相談所 相談無料 秘密厳守

家族のこと、子育てのこと、自分自身のこと、どんなこと
でもひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

専門のアドバイザーがお悩み解決のお手伝いをします。
※相談のみ（必要に応じて関係機関をご紹介します）

会　場 開所日（祝日を除く）

サンロード津田沼 6階
「市民相談室」 毎週　月・火・水・木曜日

東習志野コミュニティー
センター 3階「講義室A」

毎月第 2土曜日総合福祉センター 2階
いずみの家「心配ごと相談室」

電話相談 ☎047（451）9494

時　間

各会場とも　午後 1時～ 4時（受付　午後 3時 30分まで）

内容 遺言・相続相談 法律相談

会　場
『さくらの家』
対象：市内在住 60歳以上の方
予約：開催の 2日前までにお申込みください。

開催日 毎月第 2木曜日 毎月第 4木曜日

時　間 午後 1時 30分～ 3時 30分

問合せ 「さくらの家」☎ 047（451）3566
※相談に関する資料があればお持ちください。

予約不要

2 ■ ■ ■　大丈夫　君をまってる　人がいる（大久保東小 6年　中島悠貴）　■ ■ ■



平成 30年 11月 1日～平成 31年 1月 31日（敬称略）
金銭寄付   長谷川幸子／長谷川誠一／林節子／吉原聚堂／米原大右／一般社団法人千葉県馬主会／ガールスカウト千葉43団／ 

国際ソロプチミスト船橋／習志野市視覚障害者福祉協会／習美会／世界平和統一家庭連合船橋中央家庭協会（チャリティー募金）／ 
習志野市芸術文化協会／習志野市社会福祉協議会本大久保支部／東習志野四丁目子ども会／ボーイスカウト第１団育成会／ 
ボートピア習志野（株式会社テックエステート）

物品寄付   千葉県退職公務員連盟習志野支部
平成 30年 4月から平成 31年 2月末日までに一般会費・特別会費、赤羽根共同募金・歳末たすけあい募金にご協力をいただいた方々
のお名前は、折込の『ふくし習志野臨時号』に掲載しています。

地域福祉へのご協力ありがとうございました

2019 花の実園さくらまつり

総合福祉センターに咲く桜を眺めながら、
地域との絆を深め、未来へとつなげるイベントを開催します

日　時　4 月 6日（土）、7日（日）午前 10時～午後 4時（7 日は午後 3時まで）
会　場　総合福祉センター（秋津 3-4-1）
主　催　花の実園さくらまつり実行委員会
問合せ　花の実園 ☎ 047（451）3921

習志野ソーセージなど多くの屋台や新鮮野菜の販売、小中学校の吹奏楽披露や
イベントなど盛りだくさん！友好都市「上野村」の特産品販売もあるよ !!
ふくっぴーも参加予定だよ♪

詳しくは
ホームページを
ご覧ください。

H P
検　索花の実園

http://www.akitsuen.jp/hananomien.html

第 11回 災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練
皆さんは、「災害ボランティアセンター（以下、災害VC）」とは何か、ご存

知でしょうか。
災害が発生した場合に、災害時のボランティア活動を円滑に進めるためのコー

ディネートを行ない、被災者の生活再建の足掛かりにすることを目的として設
置されるのが災害VCです。習志野市内で発災した場合には、習志野市社協が
「習志野市災害VC」を設置し、市やボランティア関係団体などの協力を得なが
ら運営を行ないます。
2月 24日（日）総合福祉センターにて第 11回目の災害VC立ち上げ・運営

訓練を開催しました。当日は社協支部、自主防災会、地域住民、民生委員、災
害ボランティア団体、有志団体、個人ボランティアや行政、県内他市社協など総勢 158名の方々にご参加いただきました。
今回は、第 1部では本会職員による災害VCに関する基礎的な講演、第 2部では参加者が運営スタッフ役、駆けつけ

ボランティア役に分かれ、屋外での災害VC立ち上げ・運営訓練を行ないました。
運営スタッフが打合せを行なっている間、駆けつけボランティア役の皆さんには災害時に役立つ実技体験として、「災

害時における SNS体験」、「AEDを使用した救急救命」を体験していただきました。
運営訓練では、総合福祉センターの駐車場を拠点として、ボランティアの受付からオリエンテーション、ニーズ（依頼）

とボランティアのマッチング等の一連の流れを実際に行ないました。

災害が発生し災害VCが設置されたとき、本会は通常業務と並行して災害VCを運営し
ます。災害VCにはボランティアの皆さまの協力が不可欠であり、このような訓練におい
て日頃から災害VCへのご理解を頂くことが、いざという時の大きな助けとなります。
今回は、見直すべき反省点、新たな発見が多くあり、本会にとって実りある訓練となり

ました。ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。

3■ ■ ■　思い出せ　この世にきみは　ただ一人　期待を寄せる　人たちがいる（大久保小 6年　相澤誠宏）　■ ■ ■



社協各支部では、“向こう三軒両隣困ったときのささえあい” の精神で「家事などの住民のお困りごと」を住民同士の
つながりで解決を図る『住民参加型家事援助等サービス事業』を実施しています。
『住民参加型家事援助等サービス事業』の協力員を募集しています。

【募集支部】 谷津、鷺沼台、大久保、実籾、香澄、秋津、袖ケ浦、本大久保の各地区の社会福祉協議会支部
    ※上記募集支部以外の地域で協力したいという方も併せて募集をしています。お気軽にご相談ください。
【内　　容】 専門的な技術や資格を要しない「家事などの支援」
【活動時間】 1 回の訪問につき 1~2時間程度（支部によって活動報酬は異なります）
【申込み・問合せ】社協　地域福祉課

「住民参加型家事援助等サービス事業」の協力員大募集!!「住民参加型家事援助等サービス事業」の協力員大募集!!「住民参加型家事援助等サービス事業」の協力員大募集!!「住民参加型家事援助等サービス事業」の協力員大募集!!

（助成条件の代表的なもの）
（1）地域住民に対して参加の働きかけをすること
（2） 地域住民の孤立解消に繋がるよう、参加者同士が交流

を図ることができる企画を盛り込むこと
（3） 月 1 回以上、年度内（4月～翌年 3月までの間）に

12回は開催すること
（4） 原則として、同丁目に地域サロンが設置されていない

こと
（5） 定期的に 5人以上集まる地域住民が運営する地域サロ

ンであること
（6） 社会福祉協議会支部が実施しているふれあい・いきい

きサロンではないこと
（7） 開始から 1年間は継続すること
（8） 習志野市や町会自治会あるいは他の助成団体等から地

域サロンを運営するための助成金を受けていないこと

（9） 営利目的でないこと（但し、参加費等の実費程度の徴
収は除く）

（10）政治・宗教的な活動でないこと
（11）社協支部との連携を図ること　などです
（活動助成額について）
1 カ月 1,000 円× 12カ月=12,000 円 

（活動申請について）
地域サロン助成費交付申請書兼請求書、名簿、計画書、
予算書をそれぞれ所定の用紙に記入の上、提出すること
（活動報告について）
報告書、決算書、領収書を所定の用紙に記入の上、年度
末（3月）に提出すること

問合せ・申込み　社協　地域福祉課

どんなことをやっているのですか？「地域サロン」って？Ｑ Ｑ
　地域住民が住み慣れた地域で孤立せず
いつまでも安心して生活していける地域
づくりにつなげていくため、地域住民が

歩いて行けるより身近な場所で実施している住
民同士の交流や仲間づくりや生きがいづくり、
閉じこもり予防・介護予防などを行なう地域住
民の集まりの場です。
　社会福祉協議会では「地域サロン」と位置
づけ、活動費の助成を行なっています。

　体操、歌、おしゃべりなど、サロンご
とに趣向を凝らした活動を展開していた
だいています。

　現在市内には 16 のサロンがあります。皆さ
んも活用してみませんか。

A A

「地域サロン」を
はじめてみませんか

4 ■ ■ ■　生きている　その喜びを　わすれない（実籾小 6年　尾形珠奈）　■ ■ ■



『ふくっぴーファミリーサロン』ボランティア募集！
子どもが好きな方におすすめの子育てサロンボランティアは、サロンに来る親

子の見守りなどをする活動です。 
社協が運営する『ふくっぴーファミリーサロン』には、概ね０歳～３歳の子ど

もとお母さんが来て、子育てについての情報を交換したり、一緒に遊んだりして
います。初めてハイハイをしたり、立ち上がって歩き始めたりという、貴重な場
面に遭遇することもあり、ボランティアの方も一緒に子ども達の成長を見守って
います。

場所 袖ケ浦 5-1　袖ケ浦運動公園東かど（ふくっぴーファミリーサロン）
日時 月・水・金曜日（祝日、年末年始、お盆休みを除く）
 ★夏季（4月～ 10月）  午前 10時～午後 4時（午後 1時で交代） 
 ★冬季（11月～ 3月） 午前 10時～午後 3時（午後 0時 30分で交代） 
 　※午前と午後の交代制です
 ★ 好きな曜日、好きな週、午前・午後どちらでも、月 1～ 3回程度、

ご自身のペースでお願いします。
 　※資格や専門的な知識は必要ありません
問合せ・申込み　ボランティア・市民活動センター

『わくわく』は子どもも大人もお年寄りも、障がいのある人もない人も楽しめる
イベントです。
身近にできるボランティア体験や、一緒に食事をしながら交流しませんか？
皆さまのお申込みをお待ちしています。

問合せ　ボランティア・市民活動センター

参加者大募集 !!く わ くわ

わくわく「春」 わくわく「夏休み体験」
日 時 5 月 26日（日）※雨天の場合中止

午前 10時～午後 2時
8月 4日（日）
午前 9時～午後 5時（予定）

内 容 ・ボランティア体験・バーベキュー大会
・昼食づくり
・レクリエーション

場 所 総合福祉センター 2階　いずみの家 総合福祉センター 2階　いずみの家

対 象
小学生以上（市内在住 ･在学 ･在勤優先）
（小学 3年生までは保護者（親族）同伴）
※火気を使用するため、小学生未満の参加はご遠慮ください。

中学生～高校生（市内在住 ･在学）

定 員
50 名
※お申込みが定員を上回った場合は抽選となります。
結果は5月11日（土）までに返信用はがきでお知らせします。

20名（中学生 10名、高校生 10名）

参 加 費 500 円（食材費） 500円（食材費）

申込方法

往復はがき
※ 詳細については、必ずボランティア・市民活動センターの
ホームページをご確認ください。
　 （必要事項の記入漏れや不明点があるはがきは無効となり
ますので、ご注意願います）

電話申込み・受付時間　☎ 047（451）7899　
午前 8時 30分～午後 5時（初日のみ午前 9時から受付とな
りますので、ご注意ください）

締 切 日・
申込期間

4 月 26日（金）当日消印有効 6月 5日（水）～ 6月 27日（木）※定員になり次第締切

そ の 他

①疾病や障がいのある方は、申込み時にお知らせください。
　 抽選の結果、ご参加いただく場合は詳細をのちほどお電話
にて聞き取りをさせていただきますので、ご了承ください。
②  5 月 23日（木）以降のキャンセルは、参加費をいただき
ます。（食材準備の都合上、あらかじめご了承ください。）

①疾病や障がいのある方は、申込み時にお知らせください。
②  8 月 1日（木）以降のキャンセルは、参加費をいただきま
す。（食材準備の都合上、あらかじめご了承ください。）

③ 参加者の詳細をお伺いしますので、ご友人のお申込みや電
話以外でのお申込みはお受けできません。（お申込みは、
参加者もしくはご家族よりお願いします）

　昨年度はたくさんのご応募をいただき、申込みを開始してまもなく定員に達しました。
　その反省を踏まえ、今年度のわくわく「春」の申込みについては、先着順ではなく往復はがきでの申込みとし、定員を上回っ
た場合は抽選とさせていただきます。

5■ ■ ■　気付いてる？　君の代わりは　いないこと（四中 2年　岡本琴美）　■ ■ ■



地域福祉の

先達
せ　　ん だ　　つ

地域福祉になくてはならないもの。それは住民の力です。
2019 年に習志野市社会福祉協議会創立 60周年を迎えるにあたり、

習志野市社会福祉協議会の活動にご尽力いただいた方々をクローズアッ
プしていくシリーズです。

習志野市社会福祉協議会 女性初の副会長
（副会長在任 平成14年5月31日～平成20年5月30日）

吉
よ し だ

田美
み

惠
え こ

子 さん（78歳）

住民の声に耳を傾け、
住民目線で、住民とともに
整えていくまちづくりを目指して

「女性の海外派遣（女性のつばさ）事業」
結団式

（前列左から 4番目が吉田さん）
平成 11年 9月 10日

母子福祉推進員の仲間たちと
（右から 3番目が吉田さん）

平成 3年 9月 29日

第 55回千葉県更生保護大会
〈於　習志野文化ホール〉

（前列左から 5番目が吉田さん）
平成 23年 11月 18日

①いつから、どのようなことがきっかけで福祉活動に関わるようになったのですか？

昭和 51年 3月に『広報習志野』に掲載されていた “あなたの力をあなたの生きが
いと社会福祉のために提供してみませんか” という「声の広報」のボランティア募集
記事がきっかけとなりました。その後、応募した 33名のボランティアにより、昭和
51年 4月 15日に習志野市愛朗会（愛の朗読奉仕会）が結成されました。二人の息子
がいますが、次男が小学校入学を機に自分に何かできる事はないかと思案していたと
ころでした。高校時代は放送委員会に所属するなど、朗読には興味があったので視覚
障がいのある方のために「声の広報」を作成し、配布する愛朗会の活動には大変やり
がいがありました。

②これまでどのような福祉活動に携わってこられましたか？

子どもの通う小学校では広報委員や青少年相談員などをしていましたが、本格的な
福祉活動としての関わりは母子福祉推進員となってからです。当時の青少年相談員は
40歳までと年齢制限があったのですが、年齢に達したためそれで終わりかと思ってい
たところ、小学校の PTAでお世話になった保月美世子さんや山口良一さんに誘われて、
昭和 55年 12月に母子福祉推進員になりました。それからは船橋地区更生保護婦人会
習志野市分会（更生保護女性会）や保護司、民生児童委員と様々な制度ボランティア
として活動しました。母子福祉推進員が縁となり、その後は平成 7年 12月から社協
の理事、副会長としても活動させていただきました。

③これまでの活動を振り返ってみて、いかがですか？

保護司として数々の犯罪や非行をした方々と関わりました。放火犯や窃盗、さらに
は覚せい剤を使用した方など内容は様々です。市内に留まらず八千代市内の対象者に
も関わりました。月 2回の面接により助言などをするのですが、夜中に突然対象者が
自宅に来て相談に乗ることもありました。
母子福祉推進員としては、千葉県の母子福祉推進員協議会副会長であった平成 11
年 9月に千葉県の「女性の海外派遣（女性のつばさ）事業」によりアメリカ・ウィス
コンシン州とロサンゼルス市に派遣されたことが印象に残っています。千葉県では当
時、女性の社会参画を積極的に促進する施策に取り組んでおり、福祉や看護など様々
な分野で活躍する女性を海外に派遣することで国際的な視野を持った女性人材を育成
するものでした。派遣期間は 11日間にわたるもので、ボランティアや男女共同参画
について大変勉強になりました。また、現地の方との出会いはもちろんですが、同行
された県下の様々な分野におけるリーダー達との出会いは非常に意義深いものとなり
ました。
これまでの様々なことが思い出されますが、支援したご家庭のお子さんの弾けるよ
うな笑顔を見た時や感謝の言葉をいただいた時などは、少しでもお役に立ってよかっ
たと思いました。

④福祉において大事なことは何だと思いますか？

私の住んでいる地域も高齢化が進み、介護など様々な問題を抱えています。そんな
時はいつでも相談できるように、住民目線で住民とともに整えていくまちづくりを育
んでいくことが重要だと思います。社協には今後も、住民のニーズをきちんと把握し、
問題意識をもって多様な相談を受けられる体制を目指し、事業運営して欲しいと思い
ます。

⑤現在はどうされていますか？

現在においても更生保護女性会の会員として活動しています。自身の趣味として、新
聞の「社説」や「編集手帳」などのコラムの音読を楽しんでいます。これからは、昔読ん
だことのある好きな本をゆっくり時間をかけて読んでみたいと思います。
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日にち   6 月 9日（日）
時　間   昼の部　　午後 0時 30分開演
   夕方の部　午後 4時 30分開演
   ※開場は開演 30分前
会　場   習志野文化ホール（JR津田沼駅南口）
入場料   （前売券）A席 1,800 円／ B席 1,400 円
 （全席指定）
   （当日券）1,800 円（枚数限定）
 　 　　　　　（当日午前 10時 30分発売開始）
   ※ 当日券情報はコンサート1週間前にHPにて掲載
   ※未就学児は保護者のひざ上に座る場合のみ無料
    【未就学児の方でも 1人で 1席に座る場合はチ

ケットが必要です】

チケット取扱先
5月 9日（木）午前 10時発売開始
・チ ケ ッ ト ぴ あ  ℡0570-02-9999（Pコード：142-679）
・習志野文化ホール ℡ 047-479-1212（窓口販売のみ）
※ 車イス席・介助席（枚数限定）は習志野市社協まで　
主催者   福祉イベント実行委員会
その他    ご購入後のキャンセル・変更・払い戻し、紛失等

による再発行はできません。
    車イス等をご利用の方で、エレベーターでご入場

を希望される方は事前にご連絡下さい。
   視覚障がい者向け音声ガイド・手話通訳 あり　
問合せ   社協　企画総務課

昨年は習志野文化ホールの改修工事のためお休みしましたが、今年は開催します！

第 30回福祉コンサート
これが吹奏楽だ！
習志野高等学校吹奏楽部出演

お待たせしました！

これすいは「歌も踊りもOK！演奏途中での入退場自由！」の吹奏楽を気軽にお楽しみいただける福祉コンサート
です。演奏以外にブラックライト音楽劇やステージマーチングショーもあります。
ご高齢の方や障がいのある方、お子様もぜひご来場下さい。
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編集すんで、夜が明けて…編集すんで、夜が明けて…

Q 問題だよ！
今年 4 月、ふれあいゾーン（総合福祉ゾーン）
にオープンした障がい者グループホームの名称
は何でしょう？
①ふれ愛　　②ゆう愛　　③ささえ愛

　答え・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号を書
いてハガキ、FAX、E メールのいずれかで 4 月 30 日（火）（消
印有効）までに応募してね。
　正解者のうち抽選で 5 名様に、『ふくっぴー特製ボールペ
ン』をプレゼント！正解及び当選者は「ふくし習志野」7 月
1 日号で発表するよ。

《正　解》 ②平成 21 年
《当選者》 伊藤和克　菊地好徳　白砂ひとみ　蓼沼タカ子
 行方加代子

【前号の正解と当選者】（敬称略）

「おはようございます！」「こんにちは！」会うと必ず元気な声であ
いさつをしてくれたＭさん。彼は総合福祉センターにある障がい者施
設に通所し、就労するための園芸作業や創作活動などを日々行なって
いました。彼との最初の出会いは 18年前。彼が養護学校（現 特別支
援学校）3年生の時、社会福祉協議会が主催する「青少年ワークキャ
ンプ（現在は「わくわく『夏休み体験』」に改称）」でした。その後、
彼は施設に通所することとなりましたが、好奇心旺盛で、いつも元気
いっぱいな彼と時々あいさつを交わすのを私は楽しみにしていました。
この 4月、Mさんの民間企業への就職が決まったと伺いました。社
会に出てやりがいや希望を抱く一方で、不安なこともたくさんあるで
しょう。施設で経験してきたことを活かし、健康で活躍されることを
陰ながら応援しています。 （K）

日常生活に援助が必要な在宅高齢者のサポートをする担
い手の養成講座です。
日　　時  6 月 7 日（金）、14日（金）、7月 5日（金）
    いずれも午前 9時 30分～午後 0時 30分
     上記日時のほか、市内の各施設等での現場実習

2日間
会　　場  総合福祉センター 2階　いずみの家「研修室」
対　　象   ① 市内在住で高齢者のサポートをする意欲があ

る方
    ②原則として全日程に参加できる方
    ③年齢不問
内　　容   「介護保険法改正のポイント」や「介護予防・

日常生活支援総合事業について」、高齢者を具
体的に支えるための「知識や技術（実技）」を
学び、実際に高齢者を支える活動において実習
をしていただきます。

定　　員  30 名（先着順）
参 加 費  無　料
そ の 他   筆記用具持参のうえ、動きやすい服装でご参加

ください
申込期間  5 月 7日（火）から 5月 31日（金）まで
申込み・問合せ　ボランティア・市民活動センター

習志野市運転ボランティアの会主催
『運転ボランティア講習会』

参加者
募 集

車イスのまま乗車できる福祉車輌を
運転し、公共の交通機関では外出困難
な方々を病院や施設等に送迎するボラン
ティア活動です。
日　　時   5 月 18日（土）
     午前 9時 30分～午後 0時 30分 

（受付 9時 15分～）
会　　場   総合福祉センター 2階
    いずみの家「研修室」 ほか
内　　容   福祉車輌の操作と安全運転の体験、 

車イスの操作 など
対　　象  運転ボランティアに興味がある方
     （運転定年年齢は満 75 歳となる日の前日とさ

せていただいています。）
持 ち 物   運転免許証、筆記用具、動きやすい服装
主　　催  習志野市運転ボランティアの会
申込期間  4 月 2日（火）～ 5 月 10日（金）
定　　員  12 名（先着順）
申込み・問合せ　ボランティア・市民活動センター
※日程が合わない方でも興味のある方は、お問合せください。

市認定ヘルパー養成講座 参加者
募 集

車椅子レクダンス
『習志野市 ボランティア育成講演会』

参加者
募 集

「私のボランティア人生」
～ボランティア活動を、無理なく楽しく続けるためのヒント～
日　時   4 月 13日（土）午後 1時～ 3時
場　所   総合福祉センター 2階 いずみの家 「研修室」
講　師   認定NPO法人　日本車椅子レクダンス協会　
   理事長　黒木　実馬　氏
主　催   認定NPO法人　 日本車椅子レクダンス協会
問合せ   090-9290-1164　大懸（オオガケ）
    参加を希望される

方は事前にお問い
合わせください。
当日併せて車椅子
レクダンスの体験
を行ないます。

★車椅子レクダンスとは
車イス使用者と非使用者
双方が互いにダンスを通じ
て楽しむレクリエーションです。
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