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 ＜申請方法＞   

利用後 1 ヶ月以内に下記を持参のうえ、豊島ボランティアセンター窓口で所定の申請書を提出してください。

必要書類など電話で確認の上、来所して下さい。 

① 施設等を利用した領収書等（親子で行ったことが分かる内容が記載されているもの） 

② 対象者であることが確認できる書類（障害者手帳､健康保険証等）   ③印鑑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

毎月 15日発行 
Vol.254 

2017年 8月号 

発行： 社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会 

豊島ボランティアセンター 
〒170－0013 豊島区東池袋1－39－2 区役所東池袋分庁舎4階 

TEL 03－3984－9375  FAX 03－3981－2946 

Eメール tomonii@t.toshima.ne.jp 

URL http://toshima-shakyo.or.jp  

月～金曜日 8：30～17：15（土日・祝日・年末年始は休み） 

【共通事項】申込・問合せは、電話等にて上記ボランティアセンターまで 上で、必要な情報の確保とコミュニケ

ーションを円滑にするために、代筆や

代読の支援等を実践してくれるボラン

ティア向けの講習会です。 

◆内容：視覚障害者とのコミュニケーションのとり方、

及び代筆・代読サービス提供の仕方 等 

◆日時：9 月 7 日（木）１４：００～１６：００            

◆会場：豊島区民社会福祉協議会 会議室 
（東池袋 1-39-2 区役所東池袋分庁舎 3 階） 

◆講師：公益財団法人東京都盲人福祉協会  

早苗 和子 氏     

◆参加費：無料 

◆対象：区内在住・在勤で、当活動に関心のある方 

（講座終了後、ボランティア登録可） 

◆定員：20 名（先着順、要申込） 
 

 

 

社会福祉や健康増進、ボランティア活動の啓

発、区民の参加と世代や障がいを超えた交流を目

的として開催される「ふくし健康まつり」のお手

伝いをしてくださる方を募集しています。初めて

の方も大歓迎♪下記の事前説明会にご参加くだ

さい。 

子育て支援の一環として、親子で出かけた際に

かかった費用の一部を助成します。 

 ＜対象・助成金額＞ 

① 障がい児及び介助者（障がい児 1 人につき 1 人まで） [ 障がい児、介助者ともに１人 １,５００円 ] 

② 多子(3 人以上)家庭の児童[ 子ども１人 ２,０００円 ] 

③ ひとり親家庭の児童[ 子ども１人 ３,０００円 ]    
  ＜助成の内容＞  

① 宿泊施設の利用料の一部  

② 観劇やレクリエーション施設などの入場料・利用料の費用の一部  ※年度内 1 回のみ申請可。 

 

 

※いずれも本年度中に 18 歳に 

到達する子どもを含む。 

 

視覚障害者の方が、地域生活をしていく上

で、必要な情報の確保とコミュニケーショ

ンを円滑にするために、代筆や代読等の支

援を行うボランティア向けの講習会です。 

 

 

 

◆事前説明会日時：10 月 13 日（金） 

（※要予約）     18：00～19：30 

◆会場：豊島区民社会福祉協議会会議室 
（東池袋 1-39-2 区役所東池袋分庁舎 3 階） 

◆活動内容：PR 活動、会場案内などの運営補助、

介護や保育などの応援 等 
 

◆まつり開催日：10 月 29 日（日） 

10：00～15：00 

◆会場：IKE・Biz としま産業振興プラザ 

(旧勤労福祉会館)、池袋西口公園 他 

 
 
 

mailto:tomonii@t.toshima.ne.jp
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 去る 7 月３０日（日）、池袋西口公園において、首都直下地震（最大震度７）を想定した「豊島区災害ボ

ランティアセンター」立ち上げ訓練を実施しました。初めての野外訓練でしたが、豊島区民社会福祉協議会

職員および当センターに登録している「災害ボランティア」の方々、総勢 84 名が参加し、それぞれの役割

に分かれて本番さながらの実地訓練を行ないました。 

 今後、いつ起こるかもわからない大震災。災害時に慌てないよう、

平常時から地域住民・ボランティア・公的機関等が連携し、つなが

っている…これこそが最大の「備え」になると考えています。 

 8 時 30 分、大粒の雨が降る中、立ち上げ訓練が始まりま

した。まず初めに、アドバイザーである宮﨑賢哉氏（災害救

援ボランティア推進委員会）より、オリエンテーションや注

意事項の説明がありました。 

8 時 40 分、災害ボランティアセンターの設営開始です。

持ち場ごとに、テントや机、いす、その他必要資材を運搬・

配置し、運営準備を行ないました。特にテントの設営は息が

合わないと難しい作業です。豊島区防災危機管理課の職員さ

んの協力も得ながら、６張りのテントを設置することができ

ました。この頃には雨も上がり、いよいよボランティア受付

の開始です。 

 
 １０時から、センターの運営シミュレーションが始まりました。

ボランティア役の人は、受付⇒オリエンテーション⇒マッチング

（支援依頼者とボランティアの調整）⇒ボランティア活動⇒報告、

という一連の流れを体験し、運営スタッフ役の人は、それぞれの

担当の役割をこなしました。最後に、全体での振り返りを行ない、

アドバイザーから講評をいただきました。 

 

「高齢者元気あとおし事業」は、区内の老人ホームやデイサービス等の介護保険施設で一定の活動を行う

ことで、自身の介護予防とお互いに支え合う元気な地域社会をめざす事業です。 

活動するとスタンプがもらえ、貯まったスタンプ数に応じて換金できます。(年間上限 5,000 円)活動内

容は、利用者さんの話し相手やお茶出し、食事の配膳・下膳、シーツ交換、洗濯物の整理などです。みな

さんも、活動を始めてみませんか。ぜひ、お気軽に説明会へご参加ください。 

 

 ★災害ボランティアセンターとは、災害が発生した際に被災した地域を支援するため、臨時的・応急的に作られる 

ボランティアセンターで、主に社会福祉協議会が主体となり、災害ボランティアや行政が連携して運営を担うことが多い。 

 

◆日時：9 月 26 日(火)10：00～11：00 
◆会場：豊島ボランティアセンター活動室（東池袋 1-39-2 区役所東池袋分庁舎 4 階） 
◆定員：20 名(先着順、要事前予約)   ◆対象：60 歳以上の健康な豊島区民の方 
◆その他：説明会終了後、本事業の参加申込を受け付けます。 
※希望者は「健康保険証」や「運転免許証」など、住所と生年月日が確認できるものをご持参ください。 

<申込・問合せ：豊島ボランティアセンター 3984-9375> 
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ボランティア募集！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜施設・団体＞ 

豊島区立駒込福祉作業所 
主に知的障害者の方が利用されている通所施設です。明る

く楽しく利用者と共に作業や運動などに参加して下さる方

を募集します。 

▼内容：書類の丁合、封入などの活動支援 

▼日時：平日9：00～16：00(応相談) 

▼条件：20歳以上、週1回以上来られる方 

▼持ち物：服装は、襟付きの服、長ズボン(ジーンズ不可)、

上履き用スニーカー、給食希望者のみ給食代(1 食 330

円) 

▼活動場所：当施設(巣鴨駅) 

▼募集人数：3名程度 

▼問合せ先：豊島区立駒込福祉作業所 担当：髙橋風太 

TEL 3910-2301 FAX 3910-2770  

Eメール komagome@ikuseikai-tky.or.jp 
 

 

放課後等デイサービス ライトハウス 
夏休み活動ボランティア募集！！ 

▼内容：障がい児の外出支援、施設内での活動支援(調

理・おやつ作り・工作・宿題など) 

▼日時：7月21日（金）～8月31日（木） 

▼条件：子供が好きで障がいに理解のある方 

▼持ち物：熱中症対策(帽子など) 

▼活動場所：当施設(東長崎駅) 

▼対象：18才以上でボランティアに興味関心のある方 

▼募集人数：10名程度 

▼問合せ先：放課後等デイサービスライトハウス  

担当：後藤・元山 TEL 6915-3694 FAX 6915-3695 

Eメール lighthouse0773@outlook.com 

URL http://www.ho-kago-lighthouse.com 

 

おもちゃの図書館「あいじえん」 
大塚にあるおもちゃの図書館「あいじえん」でボランティ

アをしてみませんか？障がいのあるお子さん、ないお子さ

んと一緒におもちゃで遊びながら楽しい時間を過ごします。

開館日にお手伝い下さる方、おもちゃの修理等をして下さ

る方、手作りのおもちゃを作って下さる方、大歓迎です！

お気軽にご連絡ください。 

▼内容：障がいのあるお子さん、障がいのないお子さんと

の遊び相手等 

▼日時：毎月第2・第4月曜日12：30～15：30(祝日は休

み) 

活動までの流れ 

施設･団体での活動の場合 
①活動を希望する「連絡先（担当者）」へ直接連絡を入れ

る。 
②質問事項等があれば事前に伝え、面接日等の確認をす

る。 
個人の場合 
①当センターで、職員から詳細説明を受ける。 
②職員が顔合わせの日程調整を行う。 
③職員同席のもと、募集者と直接会って活動内容の確認や 
今後の予定等について話し合う。 

④顔合わせが無事に終了したらコーディネート成立！ 
お互いの連絡先を交換する（以降、連絡は直接行う）。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

～受験生チャレンジ支援貸付事業のご案内～ 
 

中学 3 年、高校 3 年、それに準ずる方の世帯  
 

高校や大学へ入学した場合、申請手続きを行うことにより返済が免除されます。  

受験を予定しているお子さんの塾代や受験料の費用を一定所得以下の世帯の方へ貸付けます。  

 

種類  対象となる子ども  貸付限度額  

学習塾等  

受講予定表  
中学３年、高校３年等  上限   ２００，０００円  

受験料貸付金  
中学３年生等  上限   ２７，４００円（４回分）  

高校３年生等  上限   ８０，０００円  
 

※原則、連帯保証人が１名必要です。※収入要件等、その他貸付要件があります。  
 

今年度分の利用の申し込みの締め切りは、平成 30 年 1 月 31 日 (水 )です。  

利用希望の方は 1 月 16 日 (火 )までに、ご相談ください。  

 

[申請・問合せ先：くらし・しごと相談支援センター (豊島区役所 4 階 ) 貸付担当 4566-2454] 
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▼条件：高校生以上 

▼活動場所：当財団3階中央愛児園内（大塚駅） 

▼その他：活動しやすい服装。ボランティア専用のエプロ

ンの着用あり。なお、ボランティア保険加入必須。 

▼申込・問合せ先：社会福祉法人全国心身障害児福祉財団  

事務局 担当：原 TEL5927-1284 FAX5927-1281 

 URL gyoumubu@shougaiji-zaidan.or.jp 

 
 

 

JAMESの紙芝居 
紙芝居は不思議な力を持っています。 

観客は、12 枚の画面にいつの間にか引き込まれていきま

す。演じた後はいつも幸せな気分になります。日本独自の

文化である紙芝居を一緒に楽しみませんか。 

▼内容：紙芝居を通して子どもからお年寄りに、笑顔と幸

せを届ける活動。 

▼日時：応相談 

▼条件：年齢・性別・経験不問 

▼活動場所：区民ひろば南池袋、 

デイホーム南池袋、 

ふくろうの杜、大塚病院など 

▼問合せ先：JAMESの紙芝居  

担当：高井  

TEL/FAX 3987-5590 携帯 080-4077-7011 

URL adg.jameshasmi@softbank.ne.jp 

 

一期の家 要町・千川・高松 
レクリエーションに新しい風を求めています。豊島区3施 
設で受付をしていますので、あなたに合った施設を紹介し

ます。 

▼内容：演奏系ボランティア、演芸系ボランティア(他も

応相談) 

▼日時：応相談 

▼条件：特になし 

▼活動場所：①一期の家要町(豊島区要町1丁目)②一期の

家千川(要町3丁目)③一期の家高松(高松2丁目) 

▼問合せ先：一期の家要町 担当：鈴木  

TEL 5926-6767 FAX 5926-6768  

Eメール kanamecho@care-trust.co.jp  

URL http://www.care-trust.co.jp/ 
 

 

 

風かおる里 
デイサービスや特養から見える景色を季節感の溢れる花や

野菜で色取り、楽しんでいただきたいです。お手伝いをし

てくださる方をお待ちしています。出来る時に出来るだけ

でかまいません。お待ちしています♪ 

高齢者在宅サービスセンター 

▼内容：敷地内の草刈り、花や野菜の水やりや手入れ 

▼日時：月曜日～土曜日9：00～16：00(何時間でも可) 

▼持ち物：汚れても良い衣類、外履き 

 

▼活動場所：当施設、駐車場裏の花壇(東長崎駅) 

特別養護老人ホーム 

▼内容：特技の披露、車いすの清掃、繕い物、洗濯物配り、

衣類の整理など 

▼日時：いつでも(応相談) 

▼持ち物：上履き 

▼活動場所：当施設(東長崎駅) 

共通事項 

▼問合せ先：特別養護老人ホーム 風かおる里 

担当：舛谷(ますや) TEL 5982-1021 FAX 5982-2105 
 

 

介護老人保健施設 池袋えびすの郷 
傾聴ボランティアや、クラブ活動のお手伝いをして頂ける

方を求めています。 

▼内容：利用者の話し相手、クラブ活動の手伝い(フラ 

ワーアレンジ、お茶、手芸、和紙・工芸、書道等の準 

備・片づけ、利用者の見守り及び介助)、レクリエーシ 

ョンの手伝い 

▼日時：月曜日～日曜日(祝日含む)9：30～11：30 又は

13：00～16：00 

▼持ち物：エプロン 

▼活動場所：当施設(下板橋駅) 

▼問合せ先：介護老人保健施設池袋えびすの郷  

担当：秋元、北原 TEL 3980-0165  FAX 3980-0168  

URL http:///www.ikebukuro-ebisunosato.or.jp/ 
 
 

 

アトリエ村 
初めての方でもご参加いただける活動が沢山あります。 

いつでもあなたの参加をお待ちしています。お気軽にご連 

絡下さい。 

高齢者在宅サービスセンター 

▼内容：傾聴、見守り、お茶出し、食事の配膳・下膳、園

芸、朗読、入浴後の整容、趣味活動(色々あります)の補

佐、趣味・特技の披露、他 

▼日時：月曜日～土曜日 9:00～16:00(何時間でも可) 

特別養護老人ホーム 

▼内容：傾聴、見守り、シーツ交換、洗面所清掃、食事の

配膳・下膳、入浴後の整容、エプロンとおしぼり洗い、

食堂清掃、車いすの清掃・整備、趣味・特技の披露、各

種(書道・音楽・絵手紙・華道)クラブの補佐、他 

▼日時：随時 

▼活動場所：アトリエ村(東長崎駅) 

共通事項 

▼日時・内容：応相談 

▼条件：年齢、性別、経験不問 

▼持ち物：上履き(サンダル・スリッパは不可) 

▼問合せ先：特別養護老人ホームアトリエ村  

担当：布施川 TEL 5965-3400 FAX 5965-3403 
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＜個人＞ ※「連絡先」は全て当センターです。 

 

 

 

 

Ｓ・Ｃさん(西巣鴨在住) 
中国の上海出身で、日本に来て20年になる女性です。脳

出血の後遺症で左片麻痺があり、寝たきりの生活を送って

います。日本語も出来ますが、母国語である中国語でお話

ししたいです。日本人の夫も、中国語を勉強する機会にな

ればと思います。連絡お待ちしております。 

▼内容：お話し相手（中国語） 

▼日時：土日（その他応相談） 

▼条件：女性、国籍不問 

 

いんふぉめ～しょん 

~information~ 

＜イベント＞ 
 

特定非営利活動法人が得か？ 

社団が得か？法人設立セミナー 

▼内容：特定非営利活動法人と社団との違いは何か？どの

法人格が向いているか？それぞれのメリット・デメリッ

ト、その他、税制の違いなどさらに、早く確実な設立や

スムーズな運営ポイントを、設立支援数1,500団体超の

実績を持つ専門家が、直接解説します。 

▼日時：8月30日(水)15:00～17:00(受付14:45～) 

▼会場：新橋アイランドビル1階会議室(御成門駅) 

▼参加費：3,000円(税・テキスト代込) 

▼対象：特定非営利活動法人・社団法人・財団法人の設立

を検討されている方 

▼定員：8名(最少催行人数3名、定員になり次第締切) 

▼申込方法：名前・住所・連絡先を記載の上、TEL・FAX

またはメールにて。 

▼問合せ先：特定非営利活動法人国際ボランティア事業団 

担当：高野 TEL 5405-1813 FAX 5405-1814 

Eメール npoinfo@iva.jp  

 
  

＜芸能ボランティア紹介＞ 
 

マジック(出演、教室)で、明るい社会、楽しい生活を

築くお手伝いをします～マジックで心に夢を～ 

ＴＡＭＣ(東京アマチュアマジシャンズクラブ)は、高齢者

施設や介護予防クラブ、小中学校、幼稚園、保育園、区民

ひろば施設などを対象にマジックによる活動を通じて明る

く楽しい社会づくりに一層役立って参りたいと考えており

ます。会員派遣をご希望の節は問合せ先まで連絡ください。 

▼日時：希望される日時 

▼活動区域：豊島区内で要請のあったところ 

▼対象：社会福祉施設、小中学校、幼稚園、子ども会、 

区民ひろば交流施設等 

▼申込・問合せ先：TAMC(東京アマチュアマジシャンズク

ラブ) 担当：池内 TEL 090-1541-1573  

Eメール ikeuchi@cap.ocn.ne.jp  

URL http://blog.goo.ne.jp/ikeuchi_1945 

 

＜助成情報＞ 

大和証券福祉財団 
▼対象：①高齢者、障がい児者、児童等への支援活動及び

その他の社会的意義が高いボランティア活動 

※平成26年度以降（第21回～23回）の受贈団体・グ

ループは、応募資格なし。 

②「東日本大震災」及び「平成28年熊本地震」の被災

者支援のボランティア活動 

※過去の助成時期における応募制限はなし。 

▼応募資格：ボランティア活動に参加している会員数が5

名以上で、営利を目的としない団体・グループ (任意団

体、NPO法人、財団法人、社団法人、大学のボランティ

アサークル等)。 活動実績は不問。設立して間もない団

体・グループによる応募は、今年度の活動予定が決まっ

ているものに限る。 

▼助成金額：上限金額 30万円（１団体あたり） 

 総額 4,500万円 

▼助成対象経費：謝金、交通費・旅費、備品、消耗品費、

通信費、会場費、制作費、その他 
▼申込締切：9月15日（金） 当日消印有効  

▼助成対象期間： 

平成30年1月1日（月）～12月31日（月） 

▼応募方法：所定の申請書を当財団事務局宛に郵送 

▼申込・問合せ先：〒104-0031 中央区京橋1-2-1  

大和八重洲ビル 公益財団法人大和証券福祉財団事務局

TEL 5555-4640 FAX 5202-2014  

Eメールfukushi@daiwa.co.jp  

URL http://www.daiwa-grp.jp/dsf/index.html 
 

 

 

チャリティプレート助成金 
障害者(重複を含む、以下同じ)が通う小規模作業所、ア

クティビティ・センター(自立生活センター、グループ

ホーム)などで、特に緊急性が明確である団体(法人であ

る必要はない)に、設備、備品、車両の助成を行う。 

▼対象：①助成年度の前年の4月1日までに設立され、す

でに活動を開始していること②年間総予算が2,000万円

をこえないこと③事業収入が800万円をこえないこと④

公費助成のうち、運営費助成（対利用者）額が、年間予

算総額75％をこえないこと⑤社会福祉法人および財団

法人は特別の理由がない限り対象としない。 

▼助成金額：１件当たり50万円を上限 

▼申込締切：9月30日（土） 必着 

▼問合せ先：特定非営利活動法人日本チャリティプレート

協会  担当:諏訪 TEL 3381-4071 FAX 3381-2289  

 

豊島ボランティアセンター 
TEL 3984-9375  FAX 3981-2946 
Eメール tomonii@t.toshima.ne.jp 
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暮らしの 

何でも相談会 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

コミュニティソーシャルワーカー(ＣＳＷ)がお話しをうかがい、関係機関や地域情報などの

ご紹介を行います。予約は不要、相談は無料です。どうぞお気軽にお越しください。   

下記日程でご都合がつかない場合でも相談は随時受けていますので、ご連絡ください。 

「としまボランティアセンターだより」は、豊島区役所・区民事務所・図書館・区民ひろば・地域文化創造館・

その他、区内各所に置かせていただいております。又、ホームページでもご覧いただけますので、ご利用ください。 

◇区民ひろば西巣鴨第一(西巣鴨２－３５－３) 

 ８月１６日(水)１４時～１５時３０分 

８月２８日(月)１０時３０分～１２時 

◇区民ひろば清和第一(巣鴨３－１５－２０) 

 ８月２５日(金)１５時～１６時 

 (問合せ先) CSW担当  恩田 TEL6845-0148 

 

◇区民ひろば南大塚(南大塚２－３６－１)  

８月２８日(月)１３時３０分～１５時 

◇区民ひろば駒込(駒込２－２－４)  

８月２５日(金)１０時～１２時 

(問合せ先) CSW担当  川人・石森 TEL6861-2930 

 

◇区民ひろば高南第一(高田２－１１－２)  

８月２９日(火)１３時３０分～１５時 

◇区民ひろば目白(目白２－２０－２６) 

９月 ５日(火)１０時～１２時 

◇区民ひろば南池袋(南池袋３－５－１２) 

８月２２日(火)１３時～１５時 

９月１１日(月)１０時～１２時 

(問合せ先) CSW担当  野口・鈴木(佑) TEL6890-2950 
 

◇区民ひろば池袋(池袋４－２１－１０) 

８月２２日(火)１５時～１６時３０分 

(問合せ先) CSW担当  阿部・三浦 TEL6864-2930 

 

 

使用済み切手・書き損じハガキのご寄付ありがとうございました！！ 

（未使用切手・ハガキ含） 

◇区民ひろば西池袋(西池袋２－３７－４) 

８月２５日(金)１０時３０分～１２時 

(問合せ先) CSW担当  鈴木(康)・高梨 TEL6866-2950 

 

◇区民ひろばさくら第一(南長崎６－２０－１５) 

９月 ６日(水)１３時３０分～１５時 

◇区民ひろば椎名町(南長崎４－１２－７) 

８月１８日(金)１０時３０分～１２時 

◇区民ひろば長崎(長崎２－２７－１８) 

８月２１日(月)１４時～１５時３０分 

 (問合せ先) CSW担当  石原・石田 TEL6843-2930 

 

◇区民ひろば千早(要町３－７－１０) 

 ８月１８日(金)１３時３０分～１５時 

◇区民ひろば要(要町１－５－１) 

 ８月２２日(火)１０時３０分～１１時３０分 

◇区民ひろば高松(高松２－２５－９) 

 ８月３０日(水)１３時３０分～１４時３０分 

 (問合せ先) CSW担当 宮坂・森田 TEL6685-9930 

 

◇区民ひろば朋有(東池袋２－３８－１０) 

 ８月２１日(月)１３時３０分～１５時３０分 

◇区民ひろば豊成(上池袋１－２８－７) 

 ８月２８日(月)１０時３０分～１１時３０分 

◇区民ひろば上池袋(上池袋３－１３－５) 

 ８月１６日(水)１４時～１６時 

 (問合せ先) CSW担当  松里・多村 TEL6844-3643 

 

 

 

金子秀明、橋本勝眞、池袋西地区民児協、菊かおる園、いけぶくろ茜の里、セントケア訪問看護ステーション豊島、 
江夏医院、早稲田速記医療福祉専門学校、池袋地域冷暖房㈱、㈱光通信、オリジン電気㈱、 
区役所（税務課、地域保健課、子育て支援課、保育課）             匿名８名  ※敬称略・順不同 

◆◇◆社会福祉協議会からのお知らせ◆◇  

 

＜７月受付分：6/26～7/25に受付した分です＞ 

２３件 ３，２９０ｇ ハガキ １枚 


	
	コミュニティソーシャルワーカー(ＣＳＷ)がお話しをうかがい、関係機関や地域情報などのご紹介を行います。予約は不要、相談は無料です。どうぞお気軽にお越しください。　　　下記日程でご都合がつかない場合でも相談は随時受けていますので、ご連絡ください。


