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社協づくり
情報の
発信と受信
必 要 な方に必 要 な情
報が届くように、 情報
の発信を行います。

きっかけづくり
合
世代を超えて共に学び
を
い、 思いやりの気持ち
。
育む機会を作ります

猪名川町社会福祉協議会

性 を 高 め、
職員の専門
信頼される
地域住民から
ます。
組織を目指し
職員研修として講師に「夢こらぼ」の松尾

人の輪づくり
地域住民間のつな
がりを 深 め て い き
ます。

やよい氏をお招きし、
「接遇マナー研修」を実
施しました。福祉の仕事に求められるコミュ
ニケーション能力の大切さについて改めて学
びました。この接遇マナーの学びをサービス
の質の向上・働きやすい職場環境づくりにつ
なげてまいります。

事業計画・予算���� 2-3

ふれあいフォトフラッシュ�������������������� 6-7

登録ボランティアグループの紹介/相談窓口のご案内��� 4

ふれあい伝言板���������������������������� 7-8

地域福祉活動者の紹介����������������������� 5

善意の広場���������������������������������� 8

「社協だより」は皆様からの赤い羽根共同募金が活用されています。
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平成31年度

猪名川町社会福祉協議会 事業計画
猪名川町社会福祉協議会では、「みんなでつくる安心して暮らせるまちづくり」を福祉目標に、サービスの質の向上、人
材定着、職員個々の資質向上に取り組み、多職種・他機関連携を図り更なる地域福祉の推進・向上に努めてまいります。
新たに立ち上がる自立支援型地域ケア会議において、医療・介護の連携を図り、健康寿命の延伸を支援していきます。
介護保険サービス、障害福祉サービス等自主財源事業においては、サービスの質の向上はもとより、専門性、自立支援、
QOL向上につながる支援を提供してまいります。
猪名川町より受託している地域包括支援センターや障害者相談支援センター、生活支援体制整備等を活用し、福祉の「相
談窓口」としての機能をより充実すべく、多職種・多機能連携やネットワークを構築させ、個別ケースから地域レベルでの
支援体制を行政とともに進めてまいります。

【人の輪づくり・きっかけづくり】
○福祉委員活動
○ボランティア活動の啓発
○ボランティア講座・研修会の開催
○ボランティア活動センターの運営
○認知症初期集中支援促進事業
○家族介護支援事業
○認知症高齢者見守り事業
○生活支援体制整備事業
○地域介護予防活動支援事業
・脳の健康教室

福祉委員会全体会

ちびっこボランティア講座

認知症行方不明者捜索訓練

福祉学習を考える集い

・高齢者健康長寿体操教室
・ふれあい・いきいきサロン
開設（継続）支援
○介護予防普及啓発事業
○福祉教育活動
○地域ふれあい事業
○軽度生活援助事業
○生きがい活動支援事業

【情報の発信と受信】

【地域福祉事業の実施】

○広報紙等の発行

○ふれあい弁当サービス

○音訳・点字広報紙の発行

○福祉用具貸出事業

◯ホームページでの情報発信

○手作りおもちゃの貸出事業

○健康福祉まつりへの取組み・出展

○ふれあい交流活動・地域啓発活動

○社協会員会費の啓発

（障害者（児）福祉活動）

○赤い羽根共同募金運動の取組み
○善意銀行活動

赤い羽根共同募金運動の取組み
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健康福祉まつりへの出展

手作りおもちゃ

ふれあい運動会

【福祉相談事業の実施】

【その他猪名川町受託事業等】

○地域包括支援センターの運営
○障害者相談支援センターの運営
○障害者就労支援センターの運営
○生活福祉資金貸付事業
○心配ごと相談事業
○日常生活自立支援事業

○障害者地域活動支援センターの運営
○障害児療育支援事業
○総合福祉センター管理運営事業
○団体事務局の運営

民生委員児童委員協議会、
老人クラブ連合会、遺族会、
身体障害者福祉会、身体障害者父母の会、
手をつなぐ育成会、こころ猪名川家族会

【介護保険事業】

障害児療育支援事業

【障害者福祉サービス事業】

○高齢者デイサービス事業
○高齢者ホームヘルプ事業

○障害者多機能型事業所「希望の家すばる」の運営
○障害者居宅介護事業・重度訪問介護事業
○障害者日中一時支援事業
○移動支援事業

高齢者デイサービス事業

生活介護事業

平成31年度

就労継続支援Ｂ型事業

猪名川町社会福祉協議会

収入支出予算

≪ 法人全体 ≫
（収入）

科

目

予

会費収入

算

内

（単位：千円） （支出）

容

構成比

2,866 皆様からの会費

寄附金収入

843 善意銀行預託金他

経常経費補助金収入

48,807 猪名川町からの補助金等

共同募金配分金収入
受託金収入

2,492 共同募金地域配分金

61.10%
32.33%

11.65%

事務費支出

4,570 事務消耗品費、賃借料、通信運搬費等

1.08%

就労支援事業支出

2,728 就労支援事業による支出

0.64%

0.56%

共同募金配分金事業費

690 共同募金歳末たすけあい配分金

0.16%

分担金支出

129 兵庫県社協年会費

0.03%

24.29%

助成金支出

0.65%

負担金支出

20 普通預金利息等

事業活動外による収入
合計

20.61%

420 雑収入等
0 退職共済預け金返還金収入等

計

ファイナンス・リース債務返済支出

0.00%

事業活動外による支出
合計

418,774千円】

475 備品購入

1.56%
0.02%
0.11%

4,373 車両等のリース資産返済費
3 基金利息積立

1.03%
0.01%

8,149 退職手当積立基金預け金

1.93%

423,025

計

423,025千円】

分担金支出：129

負担金支出：70
基金積立資産支出：3

共同募金配分金
事業費：690
就労支援事業
支出：2,728

事業収入：2,359
受託金収入：
170,198

会費収入：2,866

障害福祉サービス等
事業収入：86,327

【支出
固定資産取得支出：475

寄附金収入：843

経常経費補助金
収入：48,807

固定資産取得支出
基金積立資産支出

その他収入：420

就労支援事業収入：2,728

70 全国老人福祉施設協議会会費等の諸会費

0.02%

受取利息配当金収入：20

共同募金配分金収入：2,492

6,611 校区活動助成金等の各種助成金

0.10%

418,774

【収入

構成比

136,759 水道光熱費、燃料費、消耗品、業務委託等

2,728 就労支援事業による収入

受取利息配当金収入

容

事業費支出

101,714 介護保険事業による収入

その他の収入

内

0.20%

介護保険事業収入

86,327 障がい者支援費

算

258,468 職員給与、諸手当、法定福利費等

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

予

人件費支出

40.64%

2,359 ふれあい弁当利用料、軽度生活援助事業利用料等

目

0.68%

0.60%

170,198 猪名川町からの受託金等

事業収入

（単位：千円）

科

ファイナンス・リース
債務返済支出：4,373
事務費支出：4,570
助成金支出：6,611

介護保険事業
収入：101,714

事業費支出：
136,759

人件費支出：
258,468

事業活動外による
支出：8,149
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登録ボランティアグループの紹介

⃝音訳ボランティア 「リヴィエール」

音訳とは視覚障害などで読むことが困難な方のために文字で書かれている内容を音声にして

伝えることです。「広報いながわ」は毎月、また「議会だより」「人権いながわ」「社協だより」
も発行月にCDに録音してご希望の方に届けています。

⃝パソコンボランティア「夢ネット・いながわ」

障がい者、高齢者向けにパソコンの基本技術・応用技術の習得、研鑽を目指しています。
障害者福祉センターの利用者を対象にパソコン教室を実施しています。
パソコンやボランティア活動に関心のある方

いつでも入会

お待ちしています。

⃝傾聴ボランティア「みみい～な」

傾聴とは相手に寄り添い心をこめてお話を聴くことで、心のケアを目指しています。
傾聴講座など研修を経たメンバーが高齢者施設等を訪問、年間約200回、約600人の方の傾

聴活動を実施し、たくさん喜びの声を頂いています。

⃝点訳ボランティア「てんてまり」

グループメンバーは、10名（内男性2名）です。点訳や点字カレンダーの作成等を行ってい

ます。主にパソコンで点訳しますが、絵本などは、タグペーパーに手書きをすることもあります。
また、小学校の福祉学習で点字学習の指導も実施しています。

⃝手話サークル「マジック」

同好会、講習会とは異なります。技術を学ぶ場ではなく、ろうあ者の生活を知り、手話を学

びながら共に生活を豊かにする活動を目的としています。手話を習得することは決して容易な
ことではありません。続けることが大切です。手話に興味があれば是非、見学に来てください。

⃝要約筆記「ゆきんこ」

聞こえに困っている方への支援を行っています。
要約筆記活動、字幕付き上映会の開催、「きらっと☆いながわ」の字幕付けなど文字による

情報保障と聴覚障がい者理解への啓発を中心に活動をしています。

⃝託児ボランティア「ぽんぽこ」

子育て支援センター・行政機関・PTA・その他公共性のある団体・グループ(非営利団体)、

また社協の事業等において参加者の託児を行っています。子どもの好きな方や子育て経験のあ
る方が活躍しています。

⃝調理ボランティア「えぷろん」

ひとり暮らしの高齢者や重度の障がいがある方などを対象とした「ふれあい弁当」の調理活

動を行っています。利用者から「おいしかった」と言ってもらえるよう、頑張っています。調
理に興味のある方、一緒に活動してみませんか？
お問い合せ：ボランティア活動センター

情報の発信と受信

７６４－５８１３

FAX

７６６－８５１１

総合福祉（ゆうあい）センター内の相談窓口のご案内

障がい者（児）の生活に関する相談や支援
障がい者（児）の就労に関する相談や支援
介護や高齢者福祉に関する相談や支援
ボランティア活動や福祉教育等に関する相談
地域福祉全般に関する相談や支援
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TEL

障害者相談支援センター
障害者就労支援センター
地域包括支援センター
ボランティア活動センター
地域在宅課

TEL.766−5444
TEL.766−5444
FAX.
TEL.764−5812
766−8511
TEL.764−5813
TEL.766−1200（代）

8：45
〜17：30

※年末年始
12/29〜
1/3を除く

情報の発信と受信

地域福祉活動者の紹介

ふれあい弁当配達ボランティア

藤竹 良仁さん

68歳

平成23年6月からふれあい弁当の配達ボランティアをしています。
このボランティアを始めるきっかけは、猪名川町は長寿の町と言われていますが、一方で
は一人暮らしの方や老夫婦で介護している方々が多いと聞き、お弁当を配達することで身体
の調子や声掛けを通し安否確認や健康状態を知り、健康で長生きできる本当の長寿の町にな
る様に少しでも手助けが出来ればと思ったからです。
「お弁当がおいしい」と言ってくれた利用者へ、ボランティアで調理された弁当であることを伝えると、
「ありがたく頂き
ます。」と言われる方があったり、言葉かけにより、利用者の表情が明るくなった時など、利用者との様々なかかわりを通
じてボランティアをしていて良かったと感じます。
ふれあい弁当を作る調理ボランティアとお届けする配達ボランティアと食される利用者の方とのコミュニケーションを
図り、それぞれが長く元気で暮らせる地域づくりのために、これからもボランティア活動を続けようと思っています。

ふれあい弁当サービス
⃝利用対象者

 おむね65歳以上の高齢者夫婦世帯・おひとり暮らし（日中おひと
お
りで過ごされている方も可）・ 重度の障がいのある方
⃝配 食 日 時
毎週水曜日の昼食（祝日・年末年始は休止）
⃝利 用 料
１食 ５００円
猪名川町社会福祉協議会 TEL：766-1200 FAX：766-8511
⃝申込・問い合わせ
調理・配達ボランティアをしてくださる方も募集しています！
※この事業は社協会費が活用されています。

人の輪づくり

《民生委員・児童委員はこのまちに笑顔を広げます。》～5月12日は民生委員の日～
身近な相談相手、見守り役として地域の安全・安心を支えています。

○困りごと解決のため、福祉サービスなど様々な支援サービスをご紹介します。
○必要に応じ、行政・関係団体・機関との連絡や調整をします。
○厚生労働大臣から委嘱され、常に地域住民の立場にたった活動を行います。
ひとりで悩まず相談してください。民生委員・児童委員には法による守秘義務があります。

情報の発信と受信

人の輪づくり

健康長寿体操教室

～身近な場所で健康づくり始めませんか～

ふれあい・いきいきサロン

開設支援等助成を受付中！

猪名川町では、65歳以上の高齢者を対象に介護予防

この助成は、地域で生活している高齢者の方や住民

を目的とした健康長寿体操教室を実施する団体に助成

の皆さんが、ふれあいを通して生きがいをもち、仲間

を行っています。

づくりの輪を広げるとともに、いつまでもいきいきと

地域の自治会館などを活用して、ご近所の方と楽し
く健康づくりしませんか？
お試し期間の３ヶ

安心して暮らせるよう、地域の皆さんが協力しあって
身近な場所で交流を深め、支え合う地域づくりの場を
開設するための助成金です。

月間は無料でインス

猪名川町社会福祉協議会では、猪名川町からサロン

トラクターが教えて

開設支援事業の委託を受けています。助成金の交付だ

くれます！！

けでなくサロンの立ち上げに関する支援やアドバイス
も行いますので、気軽にご相談ください！！
お問い合せは、猪名川町社会福祉協議会

TEL：７６６－１２００
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ふ れ あ い

フォトフラッシュ
きっかけづくり

きっかけづくり

生活支援サポーター養成研修を実施！

高齢化が進み、支援を必要とする人が見込まれる中、掃除

や買い物等の軽易な支援を行う担い手を養成し、地域におけ
る支えあい活動の促進を目的に実施しました。内容の濃い３
日間でしたが、講師の先生の分かりやすく、引き込まれる講
義に、受講生の意欲も高まり有意義な時間となりました。今

ボランティアきっかけ講座を開催！

12月12日・19日・1月16日・23日・30日（水）の５日間

にかけて実施しました。
ハンドマッサージ・コミュニケーションUPにつながる講
義・かご作り・登録ボランティアグループ紹介等を通じ様々
な活動がボラン

年度も２回程度開催予定ですので、ご興味のある方は是非ご
参加ください。
（平
成30年 度 は ７ 月
11日〜25日、２月
13日 〜27日 の 毎
週水曜日に実施）

ティアにつなが
ることを知りボ
ランティアに興
味を持っていた
だく機会となり
ました。

きっかけづくり

健康づくり講演会を開催！

きっかけづくり

健康長寿のまちづくりの一環として、３月８日と22日（金）

に兵庫県栄養士会の河内清美さんを講師に迎え、塩分控えめ

災害ボランティア養成講座を開催！

でも美味しい食事のコツを学びました。塩分の摂り過ぎは病

２月２日（土）、災害時にボランティアとして活動する人

材の養成を目的に実施しました。
今回の講座では、関西大学社会安全学部特別任命教授
田

河

惠昭先生にお越しいただき、「災害多発時代に備える～

災害弱者とボランティア」と題し、災害時には地域の中で助

気の原因と分かっていても、薄味ばかりでは続かない…。そ
んな悩みを解消する講座でした。早速自宅でも実践します
とのご意見も多く
頂きました。『目指
せ！－２g ！！』

け合う共助の精神が
大切であることを学
び ま し た。 災 害 時 に
地域で活躍できるボ
ランティアの重要性
を改めて考えさせら
れる機会となりまし
た。

人の輪づくり
大島小学校5年生
認知症キッズサポーター養成講座を開催！

２月12日（火）
、大島小学校にてキャラバン・メイトの皆

さんと一緒に、『認知症キッズサポーター養成講座』を行い
ました。５年生12名が参加しました。
グループワークもロールプレイも頑張りました。

人の輪づくり

大島小学校PTA
認知症サポーター養成講座を開催！

２月15日（金）19時30分〜21時に大島小学校PTAの方

に認知症サポーター養成講座を開催しました。夜遅い時間に
もかかわらず29名の受講があり、男性の参加が多いことが
印象的でした。大島地区は昔から人権教育に力を注いでいる
とのことでまち協の方も参加され、活気のある講座となりま
した。PTAでの開催は初めてでしたが、これをきっかけに、
他の校区のPTAの皆さんからの講座依頼が増えればと思い
ます。
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きっかけづくり

人の輪づくり

中央公民館 脳の健康教室
（第２期生）修了式を実施！

猪名川町認知症講演会
「認知症でも笑顔のままで
～伝えたい当事者の気持ちと思い～」

３月27日（水）、脳の健康教室第２期生の修

了式が行われました。

３月20日（水）に若年性認知症当事者の山田真由美さん（59歳）と

受講生19名の方に福祉課・井ノ上課長より

名古屋市認知症相談支援センターの鬼頭史樹さんの対談形式での講演会

修了証が手渡され、うち４名の方が皆勤賞でし

を行いました。51歳の時に診断に結びついたきっかけは、字が書けなく

た。この教室を明るく引っ張って下さったサポー

なっていた山田さんの年賀状を見た友人が心配し、受診を勧めてくれた

ターさんも多数参加いただき、修了を皆で祝い

ことだったそうです。視空間認知障害、実行機能障害として「上着を着

ました。今回で卒業する人、自主教室「楽習サ

る」動作の実演がありました。一

ロン “いきいき”」を続ける人と様々ですが、こ

人で着ると５時間かかること、で

の教室でのつながりやお友達ができた喜びを

も「ちょっとした支援」があれば

語って下さり、「認知症予防はつながり作りだ」

生活は可能なこと、困っていると

と感じることのできる心温まる修了式となりま

勇気を出して伝えたら楽になった

した。

こと、現代の文明の機器を使うと
障がいではなくなることなど、具
体的なお話が聞けました。支え合
える関係づくり、環境づくりが大
切だと言われていました。アンケー
トにも「認知症の方がしゃべれる
場を作ることが大切だ」、「しっか
りしゃべられていて驚いた」など
の声が多くありました。
『認知症で
も大丈夫』と言える猪名川町にし
ていきたいと感じることのできた
講演会となりました。

情報の発信と受信

ふれあい 伝言板

ふれあいバスツアーのお知らせ
障がいのある方とその家族やボランティア等の方が一緒に
外出することで、地域での「つながり」や仲間同士の親睦を
図り、共に「生きがい」を高めることを目的として、リフト
付きバスによる日帰り旅行を実施します。今年は神戸南京町
で散策食事後、ベイクルーズを楽しみます。多くの方の参加
をお待ちしております。
⃝日
時
⃝と こ ろ
⃝参加対象
⃝参 加 費
⃝申
込
申し込み
問い合せ

５月25日（土） ８時30分～17時頃（予定）
神戸
町内の障がいのある方とその付き添いの方（原
則1名）
大人2,220円、中高生2,170円、小人1,970円
５月10日（金）まで。応募多数の場合は抽選。

ふれあいバスツアー事務局
TEL：766－2525

FAX：766－0900

第23回 ふれあい運動会
今年も、町内の障がいのある方とその家族や地域の方が共
に楽しむ運動会を開催します。実行委員会では、皆で楽しめ
る競技やレクリエーションを企画しています。たくさんの方
の参加をお待ちしています。
⃝日

時

6月22日（土）10時～13時
受付は9時30分～

⃝と こ ろ

猪名川町文化体育館（イナホール）

⃝参加対象

町内の障がいのある方とその家族や障害福祉に
関心のある方

⃝参 加 費

無料

⃝申

5月7日（火）から

込

申し込み
問い合せ

ふれあい運動会実行委員会事務局
TEL：766－2525

FAX：766－0900

＊こ の事業は社協会費及び赤い羽根共同募金配分金により、
運営されています
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ふれあい 伝言板
成年後見相談日
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害
などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、
ご本人の権利を守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶことで、
ご本人を法律的に支援する制度です。
「成年後見制度のことを教えてほしい」「認知症の父親の財産
管理で困っている」「障がいのある子どもの将来が心配で・・・」
など、成年後見制度の利用をお考えの方に個別相談を行います。
⃝日

時

⃝と こ ろ
⃝相 談 員
⃝相 談 料
⃝申
込
申し込み
問い合せ

毎月第３金曜日
5/17、6/21、7/19、8/16、9/20、10/18、
11/15、12/20、1/17、2/21、3/20（祝）
10時～12時（１組１時間、１日２組まで）
総合福祉（ゆうあい）センター まごころ相談室
一般社団法人 兵庫県社会福祉士会
ぱあとなあ兵庫
無料
事前予約制。当日の４日前（月曜日）まで

猪名川町地域包括支援センター
TEL：764－5812

ゴールデンウィーク中の開館及び
ドーム抽選会について
4月27日（土）から5月6日（月）まで開館します。
なお、6月分の町内在住者の施設利用（コミュニティドーム）
抽選会は、5月1日（水）9時30分から実施します。
4月27日 4月28日（日）～ 5月7日 5月8日
（土）
5月6日（月）
（火） （水）
お風呂
営業
営業
休館
営業
室内プール
営業
営業（日曜扱い）
休館
営業
※室内プール利用時間区分（日曜扱い）
10時～12時：個人A（60歳以上）
13時～17時：一般
問い合せ

ゆうあいセンター

善意の広場

聴覚障がい者のための手話ボランティア養成講座を開催します。
⃝日

時

⃝と こ ろ
⃝内
容
⃝対
象
⃝定
員
⃝参 加 費
⃝申
込

6月5日～11月20日
10時～12時
（8月14日を除く毎週水曜日・全24回）
総合福祉（ゆうあい）センター 研修室
手話や聴覚障害の基礎知識について学ぶ
手話ボランティア養成講座（前期）修了者または
同等課程学習者
20名(先着順)
3,240円（テキスト代）
5月24日（金）まで

点訳ボランティア入門と
視覚障害サポート講座
視覚障がい者のための点訳ボランティア入門講座を開催します。
⃝日

時

⃝と こ ろ
⃝内
容
⃝対
象
⃝定
員
⃝参 加 費
⃝申
込
申し込み
問い合せ

６月５日～11月6日
14時〜16時
（７月31日を除く第１・３・５水曜日・全12回）
総合福祉（ゆうあい）センター 研修室
視覚障がい者の理解及び点訳の基礎を学ぶ
点字や視覚障害について関心のある方
10名（先着順）
648円（テキスト代）
5月24日（金）まで

社会福祉協議会

TEL：764－5813

ボランティア活動センター
FAX：766－8511

キャラバン・メイト養成講座
キャラバン・メイトとは認知症サポーター養成講座の講師を
行う人のことをいいます。あなたもキャラバン・メイトとして
仲間と一緒に認知症の啓発活動に取り組みませんか？
⃝日
時
⃝と こ ろ
⃝対
象

TEL：766－1200
申し込み
問い合せ

6月20日（木）
９時30分～17時
猪名川町文化体育館（イナホール） 会議室
介護経験者・専門職・元専門職・ボランティア経
験者

猪名川町地域包括支援センター

TEL：764－5812 FAX：766－8511

（平成30年12月１日~平成31年３月31日）

預 託

善意の預託ありがとうございました。

払 出

イオン猪名川店（４件）���� トイレットペーパー・キッチンタオル
個人������������������������ 30,000円
個人（２件）����������������������� オムツ
個人������������������������� 5,000円
個人������������������������ 10,000円
猪名川町仏教会������������������� 42,000円
天乳寺����������������������� 17,500円
杉生老人クラブ女性部���������������� 拭き取り布
個人������������������������� 介護用品
ひまわり����������������������� 福祉用具
個人������������������������� 福祉用具
個人������������������������� 介護用品
上﨑良巳������������������������ オムツ
個人������������������������ 23,000円
猪名川町老人クラブ連合会女性委員会��������� 拭き取り布
個人��������������������������� 衣類
伏見台白鷺会女性委員会��������������� 拭き取り布
白金プラチナ倶楽部女性委員会������������ 拭き取り布
個人�������������������������� オムツ
すばる����������������������� 拭き取り布
福祉用具リサイクル事業（２件）������������� 福祉用具
個人（生活困窮者への緊急払出）������������ 50,000円
個人（２件）����������������������� オムツ
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手話ボランティア養成講座（後期）

☆オープンカレッジ☆
偉人・著名人から学ぶ健康長寿の方法
～120歳までしなやかに生きるには～

老人クラブ連合会では「シニア大学」として年間10回の健康・
安全・教養と多岐に亘る講座を開催しています。今回、５月に
神戸労災病院 井上 信孝 副院長による講演会を開催します。
オープンカレッジとして、シニア大学学生、老人クラブ会員
でない方にも受講していただけます。
一度シニア大学をのぞきに来てください。
⃝日
時
⃝と こ ろ
⃝講
師
⃝対
象
⃝参 加 費
⃝申
込
問い合せ

５月21日（火） 10時～11時30分
社会福祉会館 １階 大ホール
井上 信孝氏（神戸労災病院 副院長）
60歳以上の方
無料
不要。 当日会場にお集まりください

猪名川町老人クラブ連合会
TEL：766－1200

事務局

