社会福祉法人
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盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター TEL：０１９
（６５１）
１０００ FAX：０１９
（６２２）
４９９９ http://www.morioka-shakyo.or.jp/

第2期地域福祉活動計画を策定しました
急速に進展する少子高齢化をはじめ、
核家族化、
ライフスタイルの多様化などにより、
地域住民の抱える生活課題も多様化・複雑化しています。
このような中、
これまで社会福祉協議会では、平成18年度に地域福祉活動計画を策定し、
ふれあい・いきいきサロンを通じた地域交流の促進や、支え
合い体制の整備を目的に、
支え合いマップ作成の推進など、
地域が主体的に取り組む活動を支援してきました。
第2期地域福祉活動計画においては平成28年度から10年間を計画期間とし、
地域住民の皆さまと連携・協働し、
地域福祉を推進して参ります。

お互いが助け合う地域づくり

多様な交流の場づくり

▶顔の見える地域づくりを進めるまち

▶身近なところに交流の場のあるまち

▶地域の助け合いが進むまち

▶誰もが参加しやすいサロンのあるまち

▶困りごとを近所で助け合うまち

▶多くの世代が集う居場所があるまち

目指します！

幅広い層の担い手づくり

安心の町

安心の町

安心の町

人と人とがつながり
共に支え合うまちづくりを

解決しにくい課題への取り組み

▶多くの世代が福祉活動へ参加する地域

▶悩みや不安に対応した仕組みのあるまち

▶支援を要する方へ手を差し伸べる地域

▶専門機関などと一緒に解決する仕組みの

▶地域資源と連携しながら活動するまち

あるまち

第2期地域福祉活動計画概要については、当協議会（盛岡市若園町2-2 市総合福祉センター内）窓口、
または盛岡市社会福祉協議会
ホームページ（http://www.morioka-shakyo.or.jp/）
でもご覧になれます。
【募集期間】 平成28年4月15日（金）から平成28年6月30日（木）
まで
【義援金の受付】
盛岡市共同募金委員会窓口（盛岡市若園町2-2 市総合福祉センター内）
受付時間…月〜金曜日
午前8時30分〜午後5時15分（国民の祝日、休日は除きます）
4月の熊本県熊本地方を震源とする地震により、
お亡くなりになられた方々のご冥福
振込窓口
：
ゆうちょ銀行
０２３８０−６−２０２０ （福）岩手県共同募金会
をお祈り申し上げますとともに、
被災されました皆様に心からお見舞いを申し上げます。
※必ず通信欄に災害名称（平成28年熊本地震）をご記入ください。
このたびの地震により、九州各地において人的被害をはじめ、家屋の倒壊等甚大
【義援金の送金】
な被害が発生したことを受け、熊本県共同募金会および中央共同募金会では、被災
今回お預かりする義援金は全額、義援金募集をしている熊本県共同募金会に送
された方々を支援するため、義援金募集を行っており、盛岡市共同募金委員会にお
金いたします。
いても受付しております。
※ボランティア情報については、熊本県社会福祉協議会ホームページをご覧ください。

熊本地震義援金募集について
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平成28年度

盛岡市社会福祉協議会 事業計画概要

地域での支え合いの実現へ
盛岡市社会福祉協議会の平成28年度事業計画と予算が決まりましたのでお知らせします。事業計画のうち、重点項目は下記の通りです。
なお、事業計画・予算の詳細は、当協議会（若園町2-2 市総合福祉センター内）備え付けの資料、またはホームページ（http://www.moriokashakyo.or.jp/）でご覧いただけます。
１

地域福祉活動の推進

２

ボランティア・市民活動の推進

３

福祉サービスの利用支援

第２期地域福祉活動計画に沿って、地区福祉推進会や町内会・自治会等が
行う見守り活動やサロン活動等の地域福祉活動を支援し、共に支え合うまち
づくりを推進します。また、市民の皆様より地区での懇談会等様々な場所で
ご意見をお伺いするほか、各種学習会を開催し地域の活性化を図ります。さ
らに、昨年度から配置した地域福祉コーディネーターを中心として、地域の
福祉課題の解決に努めるとともに支援等の仕組みづくりに取り組みます。
ボランティア・市民活動の活性化を図るため、活動の担い手となる団体、
個人、民間企業を対象に情報提供、育成を行うとともに、福祉教育と連動し
たボランティア意識の高揚や地域住民の生活支援、災害時等に対応するボラ
ンティアの育成を図る事業を進めます。
増加している生活福祉資金・助け合い資金の貸付相談に対応するため、関
係機関と連携を図り、支援を行います。また、認知症高齢者等の増加が見込
まれる中、日常生活自立支援の相談態勢を整えるとともに、成年後見制度の
利用促進、法人後見について検討します。

平成28年度 当初予算資金収支グラフ
会費収入(※)
21,700千円
繰入金・利息・取崩等
203,254千円

寄附金
2,900千円

４

介護保険事業サービスの推進

５

東日本大震災被災地の復興支援

６

効果的、効率的な業務執行と職員の育成

地域社会で安心して暮らしていけるよう、自立に向けた日常生活上の支援
に努めるとともに、より利用者本位となる地域に密着したサービスを展開し
ます。さらに、介護保険制度改正を受け、地域福祉と介護サービスの連携強
化を図るとともに、医療・介護・生活支援等が包括的に確保される「住民主
体の地域包括ケアシステム」の構築に向けて取り組みます。
東日本大震災による沿岸被災地の復興を支援するため、被災地の各復興支
援センターと連絡調整を図りながら、ボランティア団体等と連携して支援活
動を行います。また、復興支援センターと連携しながら内陸避難者への支援
活動を行います。
今後見込まれる社会福祉法人への様々な要求に対応できるよう、中長期計
画策定に取り組むとともに、新たな時代に対応した人事戦略のため、適正な
職員体制の明確化と確立を行います。
社協事務事業の全般については職員参加による見直し・改善を行い、社協
職員育成基本方針に基づき、職場内外の職員研修実施の外、徹底した衛生管
理を実施し、職員の心身の健康の保持、職場環境の改善を図ります。また、
職員育成につながるシステムの確立を図ります。
基金運用
積立金積立・取崩し
134,850千円

市補助金等
157,811千円
赤い羽根共同募金助成金
10,794千円

収 入
821,609千円

事務局人件費・事務費
169,165千円

児童館・学童クラブ
管理運営費
98,769千円

支 出
821,609千円

歳末たすけあい募金助成金
13,385千円

地域福祉活動事業費
52,974千円

県社協受託金
40,488千円
障がい福祉サービス
介護保険事業収入
212,743千円

助け合い資金償還金
4,200千円

利用料・賃貸料
7,396千円

市受託金
146,938千円

※
会費収入の内訳
【２１，
７００千円】

福祉サービス
利用支援事業費
86,112千円
世帯会費
（１世帯２００円）

地域の民生委員さんを

盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課（TEL 651-1000）
または、盛岡市役所 地域福祉課（TEL 651-4111）までお問い合わせください。

暮らしの
「安心」をお手伝いします
盛岡市社会福祉協議会では、認知症、知的障がい、
精神障がいなどにより、福祉サービスの利用手続き等
に不安を抱えている方のために、利用援助や代行、各
種利用料金の支払い代行などを行っています。
お気軽に盛岡市社会福祉協議会へお問い合わせくだ
さい。
詳しくは

￥
〒

盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 生活支援係(TEL 651-1000)まで
お問い合わせください。

３６０千円

総合福祉センター
管理運営費
32,655千円 広報活動費
8,488千円

１，
４００千円

在宅福祉サービス事業費
17,542千円
東日本大震災
被災者支援事業費
3,268千円

シルバーメイト事業案内
盛岡市社会福祉協議会では、
ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯などの方を地域
の方々の協力で見守りをするシルバーメイト事業を行っています。
▶見守りの内容
①日常の安否確認、見守り活動
声掛けや訪問、新聞の取り込みなど
を通して見守りを行います。
②相談・緊急時等の連絡
相談ごとなどがあった場合に、
関係機
関への相談へ橋渡しを行います。
元気ですよ︒

民生委員は、地域ごとに一人ひとり担当区域が
定められており、生活上の困りごとに住民目線で
相談に応じてくれる身近な相談相手です。専門的
な相談についても、福祉をはじめとする様々な関
係機関と連携しており、住民と関係機関との「つ
なぎ役」として相談支援活動を行います。
また、地域の支え合いのしくみづくりなどを地域の方々と一緒にすすめ、
安心して住みやすいまちづくりをめざします。
盛岡市では574人（うち主任児童委員56人）の民生委員さんが活動していま
す。

障がい福祉サービス
介護保険事業費
217,786千円

詳しくは

お元気ですか？

知っていますか？

-日常生活自立支援事業-

９４０千円

団体・施設会費
（１団体２，
０００円）
特別賛助会費
（法人・事業所）

詳しくは

１９，
０００千円

個人会費
（１名５００円）

盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係（TEL 651-1000）まで
お問い合わせください。

24時間テレビ福祉車両寄贈
テレビ岩手様を通
じて、24時間テレビ
福祉車両（ハイエー
ス1台）を寄贈いただ
きました。
福祉車両は、玉山
支所が行う「いきい
き高齢者通所支援事
業」の送迎に使わせ
ていただいておりま
す。寄贈いただきあ
りがとうございまし
た。
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買って、使って支えよう

ご協力ありがとうございました!

もりおか福祉ブランド
「もりおか福祉ブランド」
は、盛岡市内・近郊にある障がい者福祉施設でつくられている商品の総
称です。市民の皆さんに購入していただくことが施設利用者の支援になります。

スイーツ、
お弁当からフェルトグッズまで

となんカナン

「となんカナン
（多機能型事業所）」はカナンの園が運営する
事業所のひとつ。平成22年の開設で、現在40名ほどの人が利
用しています。
つくるのは、お菓子、
ランチ、仕出し弁当から羊の毛を使った
アクセサリー類など、実に多彩。
スイーツ系ではクッキー、
もりおか
ワッフル、チーズケーキ、
ガトーショコラ。そして一番人気のカス
タードプリンは、材木町のよ市でいつも売り切れになるそうです。
むかし風のそんなに甘くないところが人気を呼んでいるのだと
か。食事は、週替わりランチと半餅ヒエという新品種のヒエを
使った「雑穀ドリア」が自慢のオリジナルメニューです。
「となんカナン」はカナンの園各事業所がつくる商品のアンテ
ナショップにもなっていて、
ショップコーナー「カナン市場」にはさま
ざまな商品が並んでいます。
ショップコーナーと一緒にカフェが
あり、その中に幼児が遊べるキッズスペースがあります。小さな
子どもを連れたお父さんお母さんが、食事、喫茶をしながら子ど
もを遊ばせておける子育て支援スペース。
ここではクリスマスや
ひな祭りに家族で写真を撮るイベントがあります。2階貸しスペー
スではベビーダンスが行われたり、秋にはこれも子育て支援のフ
カフェとキッズスペース
リマ、春先にはグループ事業所の園芸部が育てた花の鉢植えを
売る園芸フェアが施設前広場で開かれるなど、地域の人たちに
「カナン市場」の商品は、
カナンの園グループ事業所をはじ
開かれており、来場者と施設利用者とのほほえましいふれあい
め次のところで販売しています。
の場面も見られる施設です。
ななっく
・キューブⅡ・アネックスカワトク・結いの市

【社会福祉法人カナンの園 となんカナン】
盛岡市津志田西二丁目16-91 TEL 681-3004
「もりおか福祉ブランド」商品についてのお問い合わせ、購入希望の方は下記に
ご連絡ください。
盛岡市役所 障がい福祉課 TEL 651-4111
人気のカスタードプリン

す！
おじゃましま

サロン
訪問

富山型デイサ
ービスとは.
..

従 来の高 齢 者
の みの デ イ サ
ー ビスでは
なく︑
年
齢
や
障
が
いに 関 係 な く
誰もが
一緒
に
デ
イ
サ
ー
ビスを 受 ける
こ とので
きる場所です
︒

みたけ6丁目
町内会サロン

みたけ6丁目町内会「みんなのサロン」は、
町内に住
む全員を対象としています。
お邪魔したこの日の参加者は大人16名。普段は地
区活動センターを利用して開催していますが、
この日
は同町内にある富山型デイサービス「きさいや」を会
場に行われました。
今回は、盛岡中央高校生の手品の披露、
たこ焼き
作り、
といった内容。手品が披露されると、高校生とは
思えない内容に皆さん驚きの顔を隠せませんでした。
その後はみんなでたこ焼きを作り、美味しくいただきま
した。
世話人で民生委員でもある野中晋さんは「これか
らは大人から子どもまで、幅広く各世代が参加できる
よう企画を工夫していきたい」
と抱負を語られ、
今後が
とても楽しみなサロンでした。

福祉もりおか No.180
・平成27年度・

共 同 募 金 報 告
昨年10月1日から12月31日まで、共同募
金運動を行い、市民の皆様をはじめ、企
業や学校、団体など多くの方々のご協力
をいただきました。
ご協力に感謝申し上げますとともに、27年
度にお預りした募金額をご報告いたします。

《赤い羽根募金》
31,365,408円
《歳末たすけあい募金》
14,349,050円

・平成27年度・

特 別 賛 助 会 費
平成27年度分として、次の法人・事業
所様から特別賛助会費を頂戴しました。
ご協力に感謝し、
ご報告いたします。
平成27年12月8日〜平成28年3月31日分
（敬称略）

岩手日野自動車㈱
カメイ物流サービス㈱盛岡営業所
盛岡医療生活協同組合 川久保病院
㈱北日本銀行
昭栄建設㈱
㈱東山堂
㈱成瀬酒販
㈱ホテル大観
㈲みかわや
㈱メガネの松田
㈱恵工業
盛岡遊技業組合
ユニック北東北販売㈱

行事報告
盛岡市老人芸能大会
2月10日、
岩手県民会館を会場に第46回盛岡市老人芸能
大会（主催：盛岡市、盛岡市老人クラブ連合会、盛岡市社
会福祉協議会）
が開催されました。
39団体、
433名が素晴らしい歌や踊りを披露し、
約1,400人
の来場者からは惜しみない拍手が送られていました。

ボランティア入門講座
2月27日、
ボランティアに興味がある方やこれからボランティ
ア活動を始めたいと考えている方などを対象に本講座を開
講しました。実際に活動している方や地域包括支援センター
の方の講話を聞いたりキャップハンディ体験を通して、
趣味や
特技を活かしたボランティア活動を考える機会となりました。

身障者ボウリング大会
3月6日、
ビッグハウス・スーパーレーンを会場に第41回市長杯争
奪身障者ボウリング大会（主催：盛岡市身体障害者協議会）が
開催されました。
この大会は身体に障がいのある市民の方に運動不足解消とス
ポーツを通じて様々な方との交流を目的として開催されています。
当日は朝早くから多くの方が来場し、
ボウリングに熱中しました。

支え合いマップ研修会
3月17日、地域支え合いマップ研修会が開催されました。
今回は、市内で支え合いマップ未作成の町内会・自治会
を対象とした研修会でした。
マップを作成した町内会の方か
らの事例発表に参加された皆さんは熱心に耳を傾け、
さまざ
まな質問を投げかけていました。

ま

ご

こ

ろ

盛岡市社会福祉協議会の事業活動資金として次の方々からご寄付をいただきました。
ご協力に感謝し、ご報告申し上げます。平成27年12月18日〜平成28年4月5日現在（敬称略）

●一般寄付
社会福祉のために
江戸千家岩手不白会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
船田東自治会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40,733円
匿名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円
盛岡市グラウンド・ゴルフ協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45,000円
都南混声合唱団 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
一般社団法人 岩手県損害保険代理業協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47,530円
都南公民館利用団体協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
株式会社 オリテック21・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158,825円
高齢者福祉のために
吉田悠馬 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,034円
総合福祉センター補修準備積立金として
盛岡市保育所協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・285,600円
●物品寄付
在宅福祉事業のために
公益社団法人 24時間テレビチャリティー委員会 ・・・・・・・ 福祉サポート車1台
貸出事業のために
藤島紘子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・チャイルドシート1台
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社会福祉協議会の相談窓口
＜盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター内 TEL ６５１-１０００＞

《高齢者無料職業紹介所》
（予約不要）

仕事を求める高齢者の方
（求職）
と仕事をお願いしたい個人の方・会社
（求人）
に、
それぞれ
ご紹介いたします。
求 職 者：おおむね65歳以上の方
（登録手続きが必要です）
求人内容：主に軽作業、家事手伝いなどの仕事です。
（例：草取り、庭木の手入れ、雪かき、掃除、洗濯、付き添い）
相 談 日：月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時
（国民の祝日及び国民の休日、並びに年末年始を除きます）
《結婚相談所》
（予約不要）
幸せな結婚を望んでいる方のために、結婚相談所を開設しています。
相談内容：結婚についての相談を受けます。
希望される条件を満たした方、
または希望される条件に近い方をご紹介します。
相 談 日：月・水・金曜日 午前10時〜午後4時
（国民の祝日及び国民の休日、並びに年末年始を除きます）
《心配ごと相談所》
（予約不要）
市民のみなさんが抱える日常的な生活の悩み、家族問題など様々な相談をお聴きし、解決へ
のアドバイスをします。
相 談 日：月〜金曜日 午前10時〜午後4時
（国民の祝日及び国民の休日、並びに年末年始を除きます）
《心配ごと相談》
（予約不要）
盛岡市役所都南総合支所
司法書士による、人権、相続等に関わる相談を行います。
相 談 日：6月17日
（金） 午前10時〜午後4時
7月15日
（金） 午前10時〜午後4時
場
所：盛岡市役所都南総合支所
（津志田14-37-2）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会 TEL 651-1000
《人権・生活相談》
（予約不要）
盛岡市玉山総合福祉センター
人権、生活に関する相談を受けます。
相 談 日：6月 8日
（水） 午前10時〜午後3時
7月13日
（水） 午前10時〜午後3時
場
所：盛岡市玉山総合福祉センター
（渋民字泉田360）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会玉山支所 TEL 683-2743

盛岡市社会福祉協議会はHPやFacebookを設置しています
盛岡市社会福祉協議会では、HPや各SNSを設置しています。
福祉もりおかでは掲載し尽くせない様々な情報等をアップしていますので、是非
ご覧ください♪
HP：http://www.morioka-shakyo.or.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/morioka.shakyo
Twitter：https://twitter.com/morioka̲shakyo

HP：QRコード

Facebook：QRコード

Twitter：QRコード

電話お願い手帳をいただきました
今年も(株)NTT東日本岩手支店様より
「電話お願い手帳」
「ふれあい速達便」
をいただきま
した。この手帳は耳や言葉の不自由な方が外出先等で近くにいる方に電話をかけていただく
お願いをするためのものです。また、ふれあい速達便はメモ感覚で利用することのできるFAX
用紙になっています。
どちらも障がい者団体、盛岡市社会福祉協議会の窓口で配布しています。

催し案内（6月〜7月）
＊市民福祉茶会＊
盛岡市社会福祉協議会では盛岡茶道協会と共催で福祉茶会を開催しています。
また、盛岡市在住の70歳以上の方へ割引券を配布し
ています。割引券をお持ちの方は通常900円のところ、
500円で入場できます。
日
時：6月 5日(日) 午後1時〜
7月 3日(日) 午後1時〜
場
所：杜陵老人福祉センター(南大通1-7-5)
申し込み：盛岡市社会福祉協議会（若園町2-2）
（※お1人様1枚まで）

ヘルパーさん!
あつまれ̶!!

＊「ヘルパーサロン」開催＊

盛岡市社会福祉協議会では、ホームヘルパー向けのサロンを開催します。
同じヘルパー同士おしゃべりしながら、わからないことを聞いてみたり、体験して
みたり…。気軽に参加しませんか?
日
時：第１回 6月 8日（水）午後6時〜午後8時45分まで
第２回 7月13日（水）午後6時〜午後8時45分まで
場
所：盛岡市総合福祉センター
対
象：ヘルパーの資格取得者で未経験の方
ヘルパー業務に従事している方
ヘルパーの仕事に興味のある方
申し込み：盛岡市社会福祉協議会（若園町2-2）
TEL 651-1000 FAX 622-4999

＊第42回

盛岡市老人スポーツ祭典＊

市内より集結した全12チームが、徒競走やボール送り
などの競技を行い、優勝を目指します。
日
時：7月6日(水) 午前9時〜
場
所：岩手県営運動公園陸上競技場
（みたけ1-10-1）

＊傾聴ボランティア養成講座 参加者募集＊
様々なお悩みを抱える方々の想いや気持ちを聴き、共感することのできるボラン
ティアの養成講座を開催します。
日
時：基礎講座…7月7日(木) 13日(水) 20日(水) 25日(月)
体験学習…基礎講座終了後、高齢者施設にて2時間程度
スキルアップ講座…9月6日(火) 12日(月)
（各回ともに午前10時〜午後4時まで）
場
所：盛岡市総合福祉センター 4階 講堂 (若園町2-2)
対 象 者：講座終了後、傾聴ボランティアもりおかへ加入して活動を希望する熱意の
ある方
定
員：30名（定員を超えた場合は抽選）
受 講 料：3,000円（返金不可）
申し込み：6月17日(金)までに往復はがきに
（1）
住所 （2）
氏名 （3）
性別 （4）
年齢 （5）
電話番号を明記し、
〒020-0831 盛岡市三本柳4-14-2
傾聴ボランティアもりおか 藤原一高 宛にお申し込みください。
問い合わせ：TEL 090-2983-5624 (主催団体携帯電話)
主
催：傾聴ボランティアもりおか

＊シニアビリヤード教室

参加者募集＊

ビリヤードでちょっぴり健康してみませんか？
催：岩手県ビリヤード協会
時：6月21日から毎週火曜日
午後4時〜午後6時（月4回）
場
所：ビリヤードバディーズクラブ
盛岡市青山3丁目27-10
対
象：60歳以上の方
初心者の方
参 加 費：1ヶ月2,500円（道具賃料も含む）
申し込み：ビリヤードバディーズクラブ
TEL・FAX 643-3339(午後2時〜午後10時まで)
申込期限：6月16日（木）
主
日

＊ホームヘルパー募集＊

盛岡市社会福祉協議会では、
ホームヘルパーを募集しています。
（未経験者可、勤務時間などについては要相談）
必要資格：ホームヘルパー２級以上、介護職員初任者研修終了者又は介護福祉士資格など
雇用形態：非常勤 （時給：平日1,200円〜、日・祝日1,500円〜）
勤 務 地：①盛岡駅西口ヘルパーステーション
（盛岡駅西通１丁目２−２）
②月が丘ヘルパーステーション
（月が丘３丁目７−５）
※上記①又は②に所属の上、
ご利用者様宅での活動となります。
問い合わせ：①盛岡駅西口ヘルパーステーション TEL 653-3013
②月が丘ヘルパーステーション
TEL 645-5125

先月起こった熊本地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、
お亡くなりにな
られた方々のご遺族様、未だ避難所生活を余儀なくされている皆様の心中お察しいたします。
いつ、
どこで災害が起こるか分からない中、現在、地域内の関係性の希薄化が問題視されています。
皆様がお住まいになられている地域において、
この「福祉もりおか」
が、
そういった問題を少しでも解消し
ていくお力になれれば幸いです。
これからも市民の皆様が必要とする情報を掲載していきますので、福祉もりおかをどうぞよろしくお願い
いたします。
（こ）
地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

