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社協（社会福祉協議会）
とは社会福祉法第109条に定められている「地域福祉の推進を図ることを目的と
社協 する団体」です。全国・都道府県・市町村に設置され、地域住民や社会福祉関係者の参加により、地域の福祉
とは… 推進の中核としての役割を担い、
さまざまな活動を行っている非営利の社会福祉法人の民間組織です。

社会福祉法人 芦屋市社会福祉協議会
発 行 〒659-0051 芦屋市呉川町14-9
TEL.0797（32）7530 FAX.0797（32）7529

新型コロナウイルス感染症対策のため、中止もしくは延期となる場合がございます。ご不明な点はお問合せください。

助 け合い 広 がる つ ながる 赤 い羽根
街頭募金 の 日 時 及び 活 動 場 所

赤い羽根共同募金 は、
芦屋の福祉活動 に

10月1日（木）

活かされる寄付金です。
今年度も共同募金の「助け合い」の精神を
大切に募金運動を行います。

午前9時〜午前10時
午前9時30分〜午前10時30分
午前10時〜午前11時
午前10時30分〜午前11時30分
午前11時〜正午

阪急芦屋川駅、阪神打出駅
JR芦屋駅 阪神芦屋駅
コープ浜芦屋店、コーヨー芦屋南店
ダイエー芦屋浜店、いかりスーパー（芦屋店）
パルヤマト スーパーマルハチ南芦屋浜店

10月4日（日） 芦屋スカウト育成会

募金活動期間
10月1日 〜 3月31日

午前10時〜午前11時

JR芦屋駅周辺

共同募金委員会の委員、協力委員、職員がみなさまのご家庭やお店、
学校、職場へ募金のお願いに伺いますので、ご協力をお願いします。

共同募金
の使いみち

みなさまからお寄せいただいた募金のうち、一般募金は翌年度のさまざまな福祉活動の財源として
主に芦屋市社会福祉協議会に配分され、下記のように地域の事業や支援に活用します。また、歳末た
すけあい募金は、高齢者、障がいのある人、ひとり親家庭、その他支援を必要とする世帯へ、その年
の歳末たすけあい運動として活用されます。

芦屋市共同募金委員会
芦屋市社会福祉協議会へ

8，
783，
000円

内訳

（

令和2年度目標額

一 般 募 金：7,283,000円
歳末たすけあい募金：1,500,000円

）

事務費

10，
500，
000円
県内の福祉施設・団体、災害時等の
緊急配分、災害準備金の積立などへ

1，
717，
000円

障がいのある人のために

431,000円

378,000円

募金運動の資材
啓発チラシの印刷 ほか

障がい者とのふれあい運動会助成
市内障がい児者施設・団体配分 ほか

子どもたちのために

地域福祉活動のために

644,000円

3,512,000円

子ども会活動支援
市内児童福祉施設配分 ほか

誰もが地域で安心して
生活するために
1,363,000円

経済的に支援が必要な
世帯への援助
見守りネットワーク ほか

芦屋の福祉

ボランティア講座や福祉学習の開催
ボランティア協力校事業助成
社協だより・地区だより発行
地区福祉委員活動費 ほか

・地域活動
のために

共同募金は、地域課
題の解決に必要な使い
みちを事前に定め、寄
付金を募る「計画募金」
です。
令和 2 年度にお寄せ
頂く募金は、円グラフ
の「芦屋の福祉・地域福
祉 活 動」の た め に 活 用
されます。

高齢の方のために

〕

m
m

（1）

2,455,000円

中学生福祉ボランティア学習

インターネットでも募金できます。
https://www.akaihane.or.jp/furusapo/
赤い羽根

検 索

高齢者のつどいの開催
高齢者会食懇談会
高齢者福祉月間啓発事業 ほか

高齢者のつどい

＊
「寄付する」ボタンを押して、都道府県・市町村を
選択し、必要事項をご記入ください。

「社協だより」は『声の広報』
『点字広報』も作成しています。 郵送をご希望の方は、社協（ ☎0797−32−7530
へ
℻0797−32−7529 ）

社協だよりは、福祉推進委員、民生児童委員、自治会の協力を得て配布しています。
赤い羽根共同募金配分金により発行し、配分金を活用している事業には マークがついています。

（2）
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ストップ・ザ・無 縁 社 会
全 県 キャン ペ ーン

現代社会は、家庭や地域、職場などでのつながりや支え合いが薄れ、
「孤立死」
などが問題となり、無縁社会と呼ばれています。
兵庫県では、
「ストップ・ザ・無縁社会」全県キャンペーンを展開しています。

地 域フォーラム 2 0 2 0
「家庭、学校、地域。」

芦屋市中学生福祉ボランティア学習
6年間のあゆみ

芦屋市内の中学生を対象とした福祉ボランティア学習 6 年
間のあゆみを報告するとともに、未来の若者に期待し、地域・
学校・家庭の現場での実践を通じて、これからの福祉を考え
る場として、フォーラムを開催します。

●と き：令和2年11月21日
（土） 午後1時〜 3時30分
●ところ：ルナ・ホール
●内 容：表彰式 地域福祉活動功労者への会長感謝状贈呈
映像で見る福祉活動 「中学生福祉ボランティア学習6年間のあゆみ」
パネルディスカッション 「地域ぐるみで応援」
コーディネーター …加納 多惠子 芦屋市社会福祉協議会 会長
パネラー（敬称略） …山西 康司 芦屋神社 宮司
…井岡 祥一 芦屋市教育委員会学校 教育部長
…極楽地 愛子 芦屋市PTA協議会 顧問
…藤原 ヒサコ ボランティアグループ 代表
…倉内 弘子 芦屋市子育て応援団 団長
●お問い合わせ：芦屋市社会福祉協議会 TEL：0797−32−7530

スポ
ーツ
の秋
！

しょうがいしゃとの

スポーツ交流ひろば
障がい者スポーツの普及啓発のため
に、毎月 1 回、福祉センター運動室で開
催している「しょうがいしゃとのスポー
ツ交流ひろば」をご存じですか？
ボッチャや、サウンドテーブルテニス、
フライングディスクなど、障がいのある
なしに関わらず、一緒に楽しめるスポー
ツがたくさん用意されています。
芦屋市内に在住、在勤、在学の人なら、
事前予約なしで、どなたでも参加できま
す。
たくさんのお越しをお待ちしています。

参加者の声
ボッチャが楽しい!!
レクリエーションも楽しみ
です。

程：偶数月第3火曜、奇数月第3土曜
午後1時30分〜午後3時30分
●持ち物：飲み物（お茶、水のみ）、動きやすい服装、
上靴（貸し出しもあります）
●お問い合わせ：芦屋市社会福祉協議会ボランティア活動センター
TEL：0797−32−7525

中学生福祉ボランティア学習
を開催しました

赤い羽根共同
募金を財源に
しています。

8月11日（火）
・12日（水）に今年で6回目となる、
中学生福祉ボランティア学習を開催しました。
新型コロナウイルス感染症対策で、高齢者施設
訪問などの恒例のプログラムを一部中止し、2日
間に縮小しての開催でしたが、市内の中学校に在
学している中学生、17名の参加がありました。
1日目は、パラリンピック種目でもある「ボッチャ」を体験したり、福祉
センターの中を探検し、2日目は、防災学習や布マスクづくりを行いました。

●日

コラム

福祉推進委員って？

〜地域のつながりづくりのために〜

理事

堀場

●開催日：12月2日（水）〜 12月8日（火）
午前9時30分〜午後5時
●会 場： 保健福祉センター
(エントランスホール)
木口記念会館
(1階ホール：月曜日休館）

出展作品募集

福祉推進委員として活動をはじめ７年が経ちました。初めのころ
は、地域との関わりがあまりなく、顔見知りの方も少ない私が出来
るのだろうか…と言う不安を抱えながらの活動でした。年を重ねる
ごとに少しずつ知り合いが増え、お話が出来るようになり、今は楽
しく活動をしています。
『福祉推進委員って？』と思われる方もいらっしゃるのではないで
しょうか？福祉推進委員は地域の皆さんとともに福祉のまちづくり
を推進するため、民生児童委員と一緒に活動を行っています。具体
的には、つながりづくりの場としての高齢者のつどいや生きがいデ
イサービスの開催、一人暮らしの高齢者や高齢者世帯の訪問、子ど
もたちの下校時のパトロールや、社協だよりの配布をしながらの地
域の見守り活動などです。様々な交流をとおして地域の状況を把握
し、災害時の支援につなげることができるよう、顔の見える関係づ
くりを大切にしています。
今年は、新型コロナウイルス感染症の影響で、例年と同じような
活動をすることが難しくなっています。そんな状況ではありますが、
それぞれの地域の特性を考えながら、つどえなくてもつながりを持
ち続けることができる活動に取り組んでいます。
芦屋市社会福祉協議会

作品展

眞澄

●募集作品：絵画、写真、手芸、書道、陶芸 等
●対象者：市内在住・在学・在勤の障がいのある人
●応募期間：10月28日（水）〜 11月11日（水）午前9時〜午後5時30分
●応募方法：応募用紙（芦屋市障がい者基幹相談支援センター窓口または
「あしやねっと♪」にてダウンロード）に必要事項を記入し、
下記にメール、FAX、郵送、直接窓口へ持参のいずれかの
方法でご応募ください。
●お問い合わせ：芦屋市障がい者基幹相談支援センター（保健福祉センター内）
TEL：0797−31−0739 FAX：0797−32−7529
MAIL：kikansodan@ashiya−shakyo.com

「まごのて〜打出いこいの場〜」

閉所のお知らせ

平成23年6月に開所し、地域のみなさまのご協力で運営してまいりました、
「ま
ごのて〜打出いこいの場〜」は、諸事情により8月19日をもって閉所いたしました。
イベント等を楽しみにしていただいた方々には大変申し訳ありません。
これまで、9年間にわたり、支えていただいた地域のみなさまに、心から感謝
申し上げます。

社協会員を
社協の活動は市民の善意とボランティアに支えられています。お仕事やご家庭の都合で直接参加できない方にも資金面から、
募集しています。 地域福祉の活動にご参加いただくことをお願いしています。年会費は一口千円から… お問い合わせは社協事務局へ
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『ひだまりの会−子どもを思いやる親の会−』

『寄ってカフェ』開催

ひだまりの会は中高齢ひきこもりの子どもを持つ親の会です。
長く働かず家に閉じこもりがちな40代
の子どもがいる、親も高齢化してきたので
子どもの将来が不安。経済的にも年金だけ
で親子が生活するのは限界がある、親の体
調にも不安があり、持病もあるなどの悩み
を持つ親同士が集まり、情報交換、交流を
します。
高齢者生活支援センターの相談員が親の体調や介護保険に関する悩みにも
お答えします。
興味がある方は総合相談窓口までお問い合わせください。
●日 時：10月28日（水）午後3時
●場 所：保健福祉センター 3階 会議室2
●お問い合わせ：総合相談窓口 TEL：0797−31−0681
毎月第4水曜日15時を定例会として開催します。

芦屋市ファミリー・サポート・センター

第35回 協力会員養成講座
〜地域の子育て支援を始めてみませんか！〜

年齢問わず家から出られない等のお悩み、どこに話せばよいかわか
らない方やそのご家族を対象としています。
話しづらい悩みや心配ごとなどについて、一人で抱え込まずにお茶
を飲みながら一緒に話しましょう。あなたの居場所を作りませんか？
●時 間：いずれも午後1時〜午後4時まで
●次回日時：10月16日（金）
場 所：高浜町ライフサポートステーション1Fカフェブーケ（高浜町1番7号）
開催日当日の連絡先：TEL：0797−22−5085
●次々回日時：11月20日（金）
場 所：地域活動支援センター ホザナ・カフェ（東芦屋町3-5芦屋清州プラザ1F）
開催日当日の連絡先：TEL：0797−22−5085
●申込み：不要
●費 用：無料
●主催・お問い合わせ：社会福祉法人三田谷治療教育院
芦屋市就労準備支援事業 TEL：0797−22−5085

ボランティア
養成講座

協力会員・
両方会員

募集中！
！

『協力会員』は、地域で子育てのお手伝いをする『有償ボランティア活動』
です。（1時間800円〜）
育児の援助ができる方であれば、年齢・性別・資格などは問いません。
日 時
10月19日（月）午前9時45分〜正午
10月21日（水）午前10時〜午前11時
10月23日（金）午前10時〜午前11時30分
10月26日（月）午前10時〜正午
10月28日（水）午前10時〜正午
10月29日（木）午前10時〜正午

テ ー マ
オリエンテーション 子どもの健康と発達
おいしくて楽しい食事
保育所見学
緊急時対策と応急処置
保育のこころ
説明と登録

場 所
保健福祉センター 3階 会議室1
保健福祉センター 2階 団体会議室2
市内保育所
消防庁舎3階 多目的ホール
保健福祉センター 3階 会議室1
保健福祉センター 3階 会議室1

子育て中
の皆様に
も役立つ
内容です

令和2年8月31日現在の会員数 376名 金額 719,000円
令和2年6月1日〜令和2年8月31日の加入者・団体 (掲載希望者のみ)

期間中に加入した人数
（293）
井田 謙三郎様
松雪 淳子様
山村 利勝様
岡本 健志様
下村 安子様
堀
信子様
三浦 真香様
𠮷田 清子様
大﨑 洋二様

井田 まち子様
中村 三貴子様
於久田 推様
岡本 京子様
嶺山 祥子様
岩本 仁紀子様
大橋 加津子様
藤井 順子様
村上 ミドリ様

堀内 幸子様
平林 冨久子様
北田 花子様
千葉 孝子様
堀
晃二様
段谷 貞子様
北山 靖子様
宮崎
大様
他

団体会員 48団体（金額166,000円）
期間中に加入した団体
（48）

芦屋市手をつなぐ育成会様
宮塚町自治会様
手話サークルアミ芦屋様
業平町自治会様
国際ソロプチミスト芦屋様
茶屋之町自治会様
手話サークルクレッシェンド様
北寿会様
春日町自治会様
東芦屋町自治会様
シルバー人材センター様
たわしの輪様
西本商店様
芦屋市原爆被害者の会様
芦屋市立図書館[友の会]様
春日老人クラブ様
社会福祉法人 芦屋あゆみ会 あゆみ保育園様
大原町自治会様
芦屋市輪業社様
公寿会様
芦屋市老人クラブ連合会様
株式会社アクティブライフ
アクティブライフ山芦屋様
アクティブライフ芦屋様
芦屋浜千草会様
西山町自治会様
高齢者総合福祉施設 愛しや様

高齢者総合福祉施設 あしや喜楽苑様
芦屋市商工会様
船戸町自治会様
浜風町一街区自治会様
社会福祉法人 さくら福祉事業会
さくら保育園様
芦屋いずみ会様
手話歌グループあしや様
あじさいの会様
託児
「芦っ子」
様
浜風第3住宅管理組合様
打出小槌町自治会様
社会福祉法人 三田谷治療教育院様
甲南文化住宅株式会社様
あしや宙の会様
社会福祉法人 夢工房様
阪本商会様 東山町自治会様
社会福祉法人 緑水会 アラベラの家様
川西町寿会様
社会福祉法人 かんでん福祉事業団様 他

賛助会員 11名（金額20,000円）
期間中に加入した人数
（11）

坪山 良弘様
谷村 信子様
福田印刷工業株式会社様
布亀株式会社様 他

特別会員 23名（金額205,000円）
期間中に加入した人数
（21）
加納 栄一様
里村
朝日ケ丘町自治会様
山本 正志様
酒井
堺
孰様 他

文字を書くことが
好きな方は、参加
してみませんか？

時：10月21日（水）・11月18日（水）・12月16日（水）
午後1時30分〜午後3時30分
※内容は同じです。複数回の参加も可能です。
●場 所：保健福祉センター 2階 団体会議室2
●対 象：「要約筆記」や聴覚に障がいのある人への支援に関心のある人
●定 員：10名
●受付開始：10月2日（金） ●参加費：無料
●申込み・お問い合わせ：保健福祉センター 2階 ボランティア活動センター
TEL：0797−32−7525
●日

福祉相談窓口

の

ご案内

生活に困っていること、どこに相談したらよいかわからないなども
お問い合わせください。専門の相談員がご相談に応じます。

社協会費へのご協力ありがとうございます
普通会員 294名（金額328,000円）

要約筆記1日体験講座

聴覚に障がいのある人に、
文 字 で 通 訳 を す る『要 約 筆
記』を体験してみませんか？

※ご都合が合わない方は、センターまでご相談ください。
●定 員：15名
●申込み・お問い合わせ：
芦屋市ファミリー・サポート・センター
TEL：0797−25−0521

（3）

喜好様
洋子様

お問い合わせ

つ な が る あ し や ●時 間：月〜金曜日 午前9時〜午後5時30分（祝日除く）
福祉なんでも相談 ●場 所：保健福祉センター 1階 総合相談窓口
（福祉の総合相談窓口） ●電 話：0797−31−0681
セブシオ ●実施日：毎月第2火曜日 午後2時〜午後4時（祝日除く）
出張相談 ●場 所：セブンイレブン潮芦屋店内
※新型コロナウイルスの影響により収入が減少して生活にお困りの方の
相談、生活福祉資金貸付・住居確保給付金の相談も受け付けています。

認知症サポーター養成講座
認知症の正しい理解、認知症の人の行動や心理・支援や対応する際
の心配りなど認知症について学べます。受講された方には「認知症サ
ポーター」の証、オレンジリングをお渡しします。
●日
●場
●対

時：10月12日（月）・12月8日（火）午後1時30分〜午後3時
所：保健福祉センター 2階 団体会議室2
象：芦屋市在住・在勤の方
●定 員：15名

認知症サポーターステップアップ講座
認知症サポーター養成講座を受講された方のステップアップ講座を
開催します。
『認知症の人の世界』を学び、共感的理解をより深めると
ともに、実際の声かけの仕方、接し方を考えます。
●日 時：11月17日（火）午前10時〜午前11時30分
●場 所：保健福祉センター 2階 団体会議室2
●対 象：芦屋市在住・在勤の認知症サポーター
●定 員：15名
●申込み・お問い合わせ：芦屋市社会福祉協議会
TEL：0797−32−7525 午前9時〜午後5時30分（土日祝除く）

芦屋市社会福祉協議会

☎
（0797）
32−7530
℻
（0797）
32−7529

（4）

2020年（令和2年）10月号

第160号

お
地区福祉委員会

知

ら

せ

I N F O R M A T I O N

クイズ

生きがいデイサービス（10月〜1月の予定）

市内に居住する60歳以上の人を対象に、趣味活動、健康づくり、文化活動を通じて外出する
機会を増やすことを目的に実施しています。
ご参加の場合は、ご自宅で検温の上、マスクを着用してご参加ください。
地

区

プログラム

手軽にできる
ストレッチと筋トレ※1

精

道

カラオケで健康に
健康長生き体操
レレレの会※1

山

手 歌で楽しむ※2

チェアータップダンス
宮 川
寄せ植え
ハーバリウム作り
朝日ケ丘
ちぎり絵
さわやか体操

三

条

三条歌う会エゴラド
ひこばえ※1
歌おう会【中止】

実

施

日

場

所

10月2日（金）、9日（金）、16日（金）、23日（金）、
11月6日（金）、13日（金）、20日（金）、27日（金） 茶屋集会所
午後2時〜午後3時30分
10月13日（火）、11月10日（火）、12月8日（火）、
竹園集会所
午後1時30分〜午後3時00分
1月12日（火）
10月8日（木）、11月5日（木）、12月3日（木）
如来寺
午前10時〜午前11時15分
10月15日（木）、11月19日（木）、12月17日（木）、
大原集会所
午前10時〜正午
1月21日（木）
10月16日（金）
午後1時30分〜 西蔵集会所
若宮集会所（予定）
12月※2
11月5日（木）
午後1時30分〜午後3時30分
朝日ケ丘集会所
12月3日（木）
午後1時30分〜午後3時30分
10月9日（金）、12日（月）、23日（金）、26日（月）、
11月9日（月）、13日（金）、20日（金）、27日（金）、
30日（月）
午後1時30分〜午後3時
10月24日（土）、11月28日（土）、12月26日（土）、 三条集会所
1月23日（土）
午前10時〜午前11時30分
10月21日（水）、11月18日（水）、12月16日（水）、
午後2時〜午後4時
1月20日（水）

10月19日（月）、11月16日（月）、12月21日（月）、 春日集会所
午後1時30分〜午後3時
1月18日（月）
みんなで歌おう【中止】
打出集会所
ハーバリウム作り【中止】
潮見ゆうゆう倶楽部
潮 見
音楽でリラクゼーション【中止】
陽光町市営集会所
午後1時30分〜
布小物づくり
10月16日（金）
芦屋浜管理センター
11月20日（金）
午後1時30分〜
浜 風 クリスマスグッズ
小会議室
午後1時30分〜
かるた他
1月15日（金）
※1 新しく参加される場合はご一報ください。
※2 状況を見ながら開催の有無を決定します。

打出浜 いきいき体操

●対 象：市内在住の60歳以上の方
●費 用：内容によっては材料費等実費が必要な場合があります。
●申込み：不要（場所により人数制限があります。）
●お問い合わせ：芦屋市社会福祉協議会 TEL：0797−32−7530
新型コロナウイルス感染症対策のため、中止もしくは延期となる
場合がございます。ご不明な点はお問合せください。

実施日
プログラム
11月13日
（金）「ナンプレ」〜コツを掴んで挑戦しよう！上級①〜
11月20日
（金）「マクラメ編み」〜干支色紙・丑〜
11月27日
（金）「リース」〜自然の物を使って〜
12月11日
（金）「ナンプレ」〜コツを掴んで挑戦しよう！上級②〜
12月18日
（金）「ちぎり絵」〜干支の色紙〜
12月25日
（金） そろばん①
1 月15日
（金）「ナンプレ」〜難問に挑戦！①〜
1 月22日
（金）「マクラメ編み」〜スノーマン〜
1 月29日
（金） そろばん②

申込み開始

1月5日
（火）

こだわりの

NEW

コーヒーの淹れ方 〜
●日

時：①11月10日
（火） ②11月26日
（木）
午前10時30分〜正午 ※①②どちらかのみの参加も可
●内 容：①コーヒーの淹れ方・コーヒーの基礎知識1
②コーヒーの淹れ方・コーヒーの基礎知識2
●講 師：楠 正暢氏
（元UCCコーヒー博物館館長）
●場 所：高浜町ライフサポートステーション 芦屋市高浜町1−7
●対 象：市内在住の60歳以上の方 ●定 員：10名 ●受付開始：10月2日
（金）
●参加費：参加費100円＋材料費400円
●キャンセル料：当日キャンセルは参加・材料費を頂きます。
●申込み：TEL：0797−32−7525
（午前9時〜午後5時30分）
にて受付
（先着順）

次号は2021年1月発行予定です。

ア+イは、いくつでしょう？
①縦、横の列すべてに1〜9の数字がひとつずつ入ります。

ルール ②太線で囲まれた3×3のブロック
（全部で9つ）
にも1〜9の
数字が1つずつ入ります。
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応募要領 はがきに
①答え ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤年齢
⑥紙面のご感想 をご記入の上、
〒659-0051 芦屋市呉川町14-9 芦屋市社協
「クイズ」
係まで
ご応募ください。
（11月末日必着）
【Eメール可 件名に
「クイズ回答」
と書いてください。】
前号（7月号）
クイズの正解は、4
（進）
でした。
多数ご応募いただきありがとうございました。
応募いただいた正解者の中から抽選で20名の方に500円の図
書カードをプレゼントいたします。当選者の発表は、図書カード
の発送をもって替えさせていただきます。
ご提供いただく個人情報は、プレゼントの送付とそれに係る業
務のみに利用します。
クイズ回答者紙面感想より

コロナ禍の中でも各地域で福祉活動が続けられていることに敬意を
表します。また心強く感じております。
もうすぐ60 歳になるので、生きがいデイサービスを利用できると思
うと、ワクワクします♪

中 止 のお知らせ

「マクラメ編み」
〜干支色紙・丑〜

●対 象：市内在住の60歳以上の方
●定 員：各8名
●時 間：午前10時30分〜正午
●場 所：保健福祉センター 1階 高齢者交流室
「リース」
●費 用：参加費100円＋材料費
〜自然の物を使って〜
●キャンセル料：当日キャンセルは、参加・材料費を頂きます。
●申込み：TEL：0797−32−7525
（午前9時〜午後5時30分）
にて受付
（先着順）

〜 おいしい

題

高齢者会食懇談会

11月2日
（月）

12月1日
（火）

問

コーナー

!

令和2年2月27日実施で263回を数える、芦屋いずみ会の高
齢者会食懇談会が新型コロナウイルス感染症という時代の流れ
で、残念ながら当分の間、お休みすることになりました。
芦屋いずみ会のみなさまには、いつもご協力、ご奉仕いただき、
誠にありがとうございます。月毎の季節の香り高い手作りのお
品をいただき、一人暮らしの方々にとりまして、うれしい出会
いがあり、楽しい会話が何よりの「ごちそうさま」です。
兵庫県の中でも芦屋いずみ会の活動は、自慢の一つです。社
会福祉協議会も、数々の「ふれあい」をこれからも大切に考え、
一日も早い再開を願っております。

〔広告〕

Eメール：info@ashiya-shakyo.com
URL：http://www.ashiya-shakyo.com

