ķĴ

ġġ଼ġġ ĳĹ ġġා
ːˍ อ ࣐

ȡו౷ߊছ͈̞̾̓ͤ͢ȡġ
ȁˎĳĸȂ ו η ν Σ Ξ ͻ ཡ ब Γ ϋ Η Ȝ ͬ ٛ
ાͅट̯̹ͦȶছ͈̞̾̓ȷȪו౷ߊ২ٛছ
݈ފٛ৽टȫ́Ȃণͅژવ̦̞͈̜ͥάͺΦு
৪ࣽحଲ̯͈ͭϋȜΠ̦࣐̱̹ͩͦ͘ȃ
ȁحଲ̯ͭȪؕ߄౷ߊहਯȫ͉Ȃ̧͕ͦ̾͂͘
ͭ̓࿒̦ࡉ̴̢Ḁ̴̵̱̥̥̑ͩ̈́ͩͤͭ͘ȃ
ˑप͈শͅതলڠਠͅຈါ̈́ঐ͈ႁ̫̠ͬ̾͂͢
άͺΦͬਠ̞ই͛Ḁ̷̑ͦͣĳķාۼႯਠ̫ͬ̀
̞̳͘ȃ
ȁ̭͈͉ٛાͅਬ̹̽͘Ĺı૽͈۷ͬݖஜͅȂ
̯̰̈́͘͘ΐλϋσ͈Ĳķެͬுȃحଲ̯͈ͭ
̱̞άͺΦ͈إ͂൫̧̤̠͂ͥ̈́͢ظͅȂٛ

ા͉ఱ̧̈́ฏͅ༫ͦ͘Ȃএ̴ͩ႐̳ͥ४ح৪͈
উ͙̱̹ͣͦ͘͜ȃ
ȁ̹͘Ȃு͈ࣣ͉ͅۼȂঊ̓͜ో͈ȶࡉ̢̞̈́
ଲٮȷ͈͒ளೄ̈́݃࿚ͅحଲ̯̦֚ͭ̾͌͂̾ಢ
 ͅ ؊ ̢ ͥ ા ࿂ ͜ ͙ ͣ ͦȂఈ ͈  ு ٛ ͅ ͉ ̈́ ̞
ȶࡉ̢̞̈́ଲٮȷͬͥܥ̱̹ٛ̈́ͤ͘͜ͅȃ
ȁˍশ಼̢ͥͬۼϋȜΠͬਞ̢̹حଲ̯͉ͭ
ȶႯਠ̧̫̹ͬ̀άͺΦ́౷֖͈૽̹̻ͭͅܔ
̢͈͉́ͣͥ͜႗͙̈́ͥͅȃ̭̥ͦͣ͜ջှ̦̜
ͦ͊Ȃ̓ͭ̓ͭ౷̧֖̞̹̞̀ͅȷ͂ͦ͜ࡉ
̵̴ͅȂࣽࢃ͈փဳͬࢊ̩̱̹̽̀ͦ͘ȃġ

ߩᔃࠍ⢒✼ߩਅߩ࠴߽ࠞߜ
9：30

ቇ⠌ࠨࡐ
ቇ⠌ࠨࡐ࠲
࠲ߩ
ߩ㧛
㧛ᣣ
ᣣ

δρϋΞͻͺΓϋΗȜͅਬࣣ

ছڠਠεȜΗȜ͉͂Ȥ

ȁȆΑΗΛέ̵֥ࣣ́

小・中・高等学校などで実施されてい
る福祉学習を多角的にサポートする市社
協独自のボランティアスタッフです。
主な役割は、参加者が安全に学習でき
るよう、援助や見守り、声掛け等を行う
ほか、より学びを深めてもらうような意
識補助などを行います。

10：00

̞̰ƥ͒ࢷڠอ

10：15

ͅࢷڠൢ
ȁȆൽߓͬఘ֗͒܁เව
ȁȆΊΑΠΞͻȜΙλȜͬည൵
ȁȆٛા

10：35

̞̞͢͢ުٳই

10：40

ণژવ̦̞৪ͥ͢ͅάͺΦ
ுΑΗȜΠ
ȁȆு৪ͬည൵
ȁȆհږȆࡉͤ
ȁȆষ͈ίυΈρθ͈

11：00

ࠆ
ᣣߩ

ఘࡑίυΈρθٳই
※ここからさらに集中力を高めます
ȁȆڎਅ݃যఘࡑ͈׳੩
ȁȆതলఘࡑ͈׳੩

11：40

ၠΊȜθٳই

12：00

ުਞၭ

ȡൺ͈͂͏̜̞ͦΗͼθȡ
ȁȆၠΊȜθͅ४ح
※盛り上げ役もサポーターの
大事な役割です !!
ȁȆࢃ༌ັ̫Ȇൽߓͬเ
ȁȆ୶͈ࢷڠ͂ΑΗΛέ́
ġġġġġġ૦ͤ༐ͤ

12：20

ͬࢷڠอ

12：35

δρϋΞͻͺΓϋΗȜͅྫমۺܦ
ȁȆڰ൲༭࣬ै଼
ȁȆঊ̓͜ో̥ͣΩχȜ̞ͬͣ͜Ȃ
ȁȁ৹༐̽̀Ȫŀȫܦুڎ
⅙⅙⅙⅙⅙‒ⅹ↓ⅺ↻ↄ↭↖ↆ

福祉学習とは…
ȶࡽ̞ͬএ̞͚ͥͬ֗͞ȷȂ
ȶ̯̱̞͞ܨ̻̠ͬȷȂ
ȶুో̧̢̭͉́ͥ͂ͥͅࣉ̥ͬةȷ൝ͬ
͇̞̱̹ͣ͂Ȃছ̞̾̀ͅ
ڠ͐ڠਠ̳́ȃ

ছڠਠεȜΗȜ̽̀̓ͭ̈́ڰ൲ŀŀ
ȡ˭ɕ˝ȡ
Q．何人くらいで活動しているのですか？
Ａ．27年度現在、鶴岡市ボランティアセ
ンターに18名の方々が登録しています。
Ｑ．どんな人たちが活動していますか？
Ａ．鶴岡市内の様々な地域、年代の方々
が活動しています。主婦の方や障がい者
の方、仕事をしている方もいらっしゃい
ます。子どもの相手が好き、子どもとふ
れあうことが好き、福祉に興味をお持ち
の方など、いろいろな方々が活動してい
ます。
Ｑ．年間活動日数はどのくらいですか？
Ａ．ほとんどが平日の活動で、年間一人
あたり約４回程です。

ᅦᅍܖ፼ἇἯὊἑὊẦỤấᛅử˨ẟộẲẺ
「子どもたちの育ちに笑顔がこぼれる」
ছڠਠεȜΗȜȁհȁࢨঊ

ȁু͈և͈শͬۼ̠̀ͥ͢ͅ
̹̈́̽শܢȂ
ȶছڠਠεȜΗ
Ȝူ଼࣒जȷͬ၎ਘ̱̹̭̦͉͂
̲̱̹ͤ́͘ȃ࣒ज͉ྛႁഎ̈́ঐ൵৪͈͂͜Ȃ
ࣉ̴̢̞̹̀ͤ̽͂͢ਰ̱̹ਠ̱̹́ȃ
ȁεȜΗȜ̱͉͂̀Ȃಎ͈͒ࢷڠছڠਠ
͈ஜ࣒ज͈̤ഥ̞̳́ȃ৬̞̳ௌै͞အș
̈́ఘࡑ̱̈́̓ͬ̀ࢥຳ̱̦̈́ͣڠਠͬεȜ
Π̱̞̳̀͘ȃ
ȁड߃͉ཡब߱Ⴏ͜ͅ४̱̀حඳ৻৪εȜ
Π̳̞̀̽ͩ͘͜ͅ۾ȃ
ȁ୶Ȃছڠਠͅ४̹̱حൺ̦̻ͭ͂͝
க̱̞̀ͥအঊͬࡉ̥̫Ȃ̞̥̫̾ͬ̀གྷ͛
̹̱̞̭͈̳ͤ̀ͥࣽࣼ́ȃ

「サポーターの経験が地域の活動で…」
ছڠਠεȜΗȜȁୌȁઐ֚

ȁছڠਠεȜΗȜ̱͂̀ਲম̱ତාȂ
ঌ২͈ފছڠਠεȜΗȜူ଼ࡄਘ࣒ͬ
̱̹൳͈ܢତྴ̦Ȃ࣐֚ࣽͩ́͜ͅࢷڠڎ
ͦͥছڠਠͅ४̳̞̱̀͘حȃছڠਠ͈͉́ڬȂൺȆ
ര͈׳͍ͬڠ੩̳̭̳̦ͥ͂́Ȃةٝ̽̀͜͞ྖ௷͈̞̩
׳੩̧̦̞̞́̈́́ͥু̳́ȃ
ȁ࡛हȂల֚ߊڠ২ڎ͈ފਅমު࣐̞́̽̀ͥൺ͂ࣞႢ
৪͈͂ၠڰ൲ࣞ͞Ⴂ৪͈͒ڰڰ׳൲Ȃڠൺ༗֗ਫ਼ͅ
ਫ਼̳ͥൺ͂વ̦̞৪͈͂ၠڰ൲൝ͅࠈ̦ͩͤ̈́ͣȂ
ছڠਠεȜΗȜ̱͂̀৾ͤழ̺ͭࠐࡑͬ४ࣉ̱̞̀ͅ
̳͘ȃ
ȁএ̞͈̥ͤͣ͞Ȃࡉ̫ͤ͞ڥ൝̦ুட̧́ͥͅঊ
̹̻͈̻̓֗ͬ͜Ȃ̭̥ͦͣ͜׳੩̧̱̞̹̞̀͂ࣉ̢̀
̞̳͘ȃ
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ᅦᅍܖ፼ἇἯὊἑὊồܖఄẦỤỉἳἕἍὊἊ
鶴岡市立朝暘第三小学校より

櫛引西小学校より

ȁδρϋΞͻͺΓϋΗȜͅފႁͬջှ̱Ȃࣣഎ̈́ڠਠ
͈শͅۼছڠਠ࣐̞̱̹ͬ͘ȃ൚͉ˏྴ͈ΊΑΠΞ
ͻȜΙλȜ͈༷ș͂Ĳıྴ͈ΑΗΛέ͈༷ͅြ̧̞̹̺̀
̱̹͘ȃ
ȁͺͼζΑ·ఘࡑ͉͕͈͂ͭ̓ঊ̦̺̹͈̓͛̀̽͜
́Ȃհͅঔ̧̥̱̹̦́ͥ́ȂεȜΗȜ͈༷
̦ಢ̢̯̺̩ͤ̀ͅޗȂਰ̱̹ఘࡑ̱̹͂̈́ͤ͘ȃ
̹͘Ȃવ̦̞৪͈༷̥ͣຽ͈͈ڰအঊ̧̤̱ͬȂ
ܲਹ̈́শً̹̱̱̮ͬ͘ۼȃခඳ̠̮̰̞̱̹͘ȃ

ȁߝ֨ୌࢷڠ२ා͉́Ȃ̤ා૽ͬͤܙ
͈୶̱͂̀ࠉ̞Ȃȶ̤ාͬͤܙͥȷ̞͂
̠ڠਠ࣐̠ͬಎ́ȂছڠਠεȜΗȜ͈
༷ș̮͜ͅފႁ̧̞̹̺ͬȂခփ݅̈́ڠਠͬ
̧̳̭̦̱̹ͥ͂́͘ȃࡠ̹ͣͦশ͈ۼಎ́
२ඵྴ͈ൺ֥̦̤ා͈݃ͤܙযఘࡑͬ
̱Ȃൺ͈ڠਠͬ૬̧̭̦̹͈͛ͥ͂́͜
ୟޭഎ̈́εȜΠུ̦̜̹̤̥̬̺̹̽̽͂
൚ͅခඳ̩এ̤̳̽̀ͤ͘ȃ

福祉学習サポーターに寄せられた子どもたちの声を紹介します♪
ɜ
ȶ͈ࣽٝڠਠ́ছͅచ̳ͥͼιȜΐ̦་̱̹ͩͤ͘ȃ͉ࣽ́͘੩̫̳̭ͬͥ
̺͂͂এ̞̱̹̦̽̀͘Ȃ̷̺̫͉̩ͦ́̈́Ȃ̦བ̞̭ͭ́ͥ͂Ȇ͈
̹̭̳͈̦͛̈́ͥ͂ͬͥͅఱম̺̞̠̭̦̥̱̹͂͂ͩͤ͘ȃ
ȷ
ġ
Ȫಎˏڠා੫ঊȫ
ɜ
ȶ͉̲̱̥̩̱̠̦̞͈༷ࣽ͛̀͂ٛ̽̀͡Ȃઢ́ྶ̩̱ͥڰȂஜ̧࢜̈́
ܨ̷̻̦̜̫̞̱̱̹̽̀ͭ͘ȃ̭̥͉̭̞ͦͣ̽̀ͥ͘૽ͬࡉ̥̫̹ͣ੩
̫̠͂͢এ̞̱̹͘ȃ
ȷ
ġ
Ȫڠːාঊȫ
ɜ
ȶΨςͺέςȜ̈́̓ࣽ͜ͅࢃ̱̀ͅܨ̧̞̹̞̱͂̀ڰএ̞̱̹͘ȃ
ȷ
ġ
Ȫڠˑා੫ঊȫ

鶴岡の未来を担う子どもたちのために、福祉学習サポーターは今後も福祉学習に協力していきます

Ⱥֵ̞आȆपྎ̹̳̫̜̞Ȼ
鶴岡市内の
募金総額

21,279,939

Ƀ༡߄͈ඤɄ
ȁɜ༆༡߄ġ
ĲĸĭıĴĵĭĴĸı
ȁɜځ൮༡߄ġ
ĳĶĸĭĵĶĳ
ȁɜ༹૽༡߄ġ
ĲĭĲĳĲĭķĳĹ
ȁɜࢷڠ༡߄ġ
ķĹķĭıķĺ
ȁɜ֖༡߄ġ
ĲĭĲĹĹĭĺĸĴ
ȁɜͼαϋΠ༡߄ġ
ĲĲĴĭĺĳı
ȁɜ̷͈ఈ͈༡߄ġ
ĵıĹĭĶĳĸ
ȁɜΗΉΘȆֵ̞आġࢩ֖ඳ৪
ȁȁ׳ίυΈρθ߄ັܙġ ĵķĺĭııı

ވ൳༡߄൲͈̮͒ފႁ
̜̦̠̮̰̞̱̹ͤ͂͘

଼ĳĸාഽވ൳༡߄

଼ĳĸාഽ͈༡߄͈ঀ̞͙̻
༡߄͈
͈ঀ̞
ঀ̞͙
͙̻
̻
ȁ̦͜ু̱̩ͣ
౷֖͈ಎ́༥̵ͣͥ
̠͢ͅȂྦྷ͈ۼ౷֖ه
ఴ͈ٜࠨ̫̹࢜৾ͅ
ͤழ͙ͅచ̱̞
̹̱̳͘ȃ

ɟ˝ȁȁĸĭķĸıĭııı
ȁ଼ĳĹාഽͅȂছ౬ఘȂŏőŐ༹૽Ȃ
ছঔ୭൝̦৾ͤழ͚Ȃঊ֗̀͞વ̦̞৪
׳൝͈౷֖ছڰ൲̱̳͘ͅȃ

ɟ˞ȁȁĺĭĲĺĵĭĺĴĺ
ȁ଼ĳĹාഽͅȂ
ঌ২ٛছ݈ފ̦ٛଔૺ
̳ͥࡉͤȆ̢ࣣ̞ڰ൲͞ȂδρϋΞͻ
ͺڰ൲Ȃ
ఱૼबඳ৪ڰ׳൲൝ͅڰဥ̞
̹̱̳͘ȃ

ɟपྎ̹̳̫̜̞༡߄ȁĵĭĵĲĶĭııı

ֵ̞आΙλςΞͻ২ΘϋΑΩȜΞͻȜ̦
଼ĳĸාഽ͜େఱ࣐̱̹ͩͦ͘ͅ
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ȁ଼ĳĸාĲĳྎͅȂհ̱̀૧̹̈́ා
̢̠ͬࠞͣͦͥ͢ͅȂ೧ؖঌඤ͈ࠐफഎͅ
ͬ׳ຈါ̳͂ͥଲఝȪĶķķଲఝȫȂൺူ
ࢌঔ୭͈වਫ਼ൺȆര̱̤͒ͬ̀ͤ
̳͘ȃ

平成28年度「ふれあい福祉相談」のご案内
●常設相談
ȁު͞ພͤ̓̈́͢ͅܨȂ֚শഎ͈ͅڰ̦ࣾඳ͂
̹̈́̽ଲఝͅచ̳ͥັ͞౯ෝႁͅະհ̦̜༷ͥ
͈͒ુഎ̈́߄ۯၑȪছȜΫΑ၌ဥ׳੩মުȫ൝
͈ͅȂ֥̦؊̲̞̳̀͘ȃġ
ȁশȇȡ߄ဟȪਿͬੰ̩ȫࡿஜĹশĴıȡࡿࢃĶশĲĶ
ȁાਫ਼ȇڎছΓϋΗȜ

鶴岡地域生活自立支援センター

くらしス にご相談ください
ȁॽ͞ڰম̤͈༷̈́̓́ࣾͤͅȂ֚૽͌͂
͈ͤે̵̹ࣣͩͅޙ଼̱ैْͬࠗ׳Ȃͤܙ
ഞ̞̦̈́ͣఈ͈͂۾ܥႲࠈ̱࿚ఴٜࠨͅ
̫̹̳̞࣐࢜ͬ͘׳ȃ
ાȁਫ਼ȇ೧ؖঌਫ਼ˍٴȁ
ȁȁȁȁഩȁდȇĳĺȽĲĸĳĺ
ȁȁȁȁιȜσȇŵŴŬŠŻŪųŪŵŶŁŴũŬıĲįūű

●巡回弁護士相談（無料・要予約）
ȁྀĲٝȂڎΓϋΗȜ̻ٝͤ́ٳट̱̞̳̀͘ȃထ͉
ٳट͈ˍώஜ̥ͣັ̳͂̈́ͤ͘ȃ
ȁ ː ĲĴĩକȫ
ȁĲıȇııȡĲĶȇııȁ೧ؖছΓϋΗȜ
ȁ ˑ ĲĹĩକȫ
ȁĲıȇııȡĲĶȇııȁֵࣱছΓϋΗȜ
ȁ ˒ ĲĶĩକȫ
ȁĲıȇııȡĲĶȇııȁ೧ؖছΓϋΗȜ
ȁ ˓ ĲĴĩକȫ
ȁĲıȇııȡĲĶȇııȁಱছΓϋΗȜ
ȁ ˓ ĳĸĩକȫ
ȁĲıȇııȡĲĶȇııȁോছΓϋΗȜ
ȁ ˔ Ĳĸĩକȫ
ȁĲıȇııȡĲĶȇııȁ೧ؖছΓϋΗȜ
ȁ ˕ Ĳĵĩକȫ
ȁĲıȇııȡĲĶȇııȁأ٬ছΓϋΗȜ
ȁĲı ˑ ĩକȫȁĲıȇııȡĲĶȇııȁߝ֨ছΓϋΗȜ
ȁĲıĲĺĩକȫ
ȁĲıȇııȡĲĶȇııȁ೧ؖছΓϋΗȜ
ȁĲĲĲķĩକȫ
ȁĲıȇııȡĲĶȇııȁ೧ؖছΓϋΗȜ
ȁĲĳĲĵĩକȫ
ȁĲıȇııȡĲĶȇııȁ೧ؖছΓϋΗȜ
ȁ ˍ ĲĹĩକȫ
ȁĲıȇııȡĲĶȇııȁ೧ؖছΓϋΗȜ
ȁ ˎ ĲĶĩକȫ
ȁĲıȇııȡĲĶȇııȁ೧ؖছΓϋΗȜ
ȁ ˏ ĲĶĩକȫ
ȁĲıȇııȡĲĶȇııȁ೧ؖছΓϋΗȜ

＊利用対象ȁݰ೧ؖঌ֖ͅਯਫ਼ͬခ̳ͥࡢ૽̹͉͘౬ఘ
＊申請期間ȁ଼ĳĹාĶķȪ߄ȫȡĶĲĸȪغȫ
＊抽 選 日ȁ଼ĳĹාĶĳĴĩĪ
＊申込み・問合せȁ೧ؖঌ২ٛছ݈ފٛྩهġ❵ĳĵĮııĶĴ

ɦ͉ထଷ̳͂̈́ͤ͘ȃڎ͈ Ĳ ώͤ͢ထخෝ̳́ȃ
ɦশȆٛા་ࢵ͈ાࣣ͉༆ഷࢩ༭ȶ̤̥̾ͥȷ̵̤̳́ͣ͘ȃ
ɦশ૽֚ࢄ͉ۼĴıȂၳ߄͉ྫၳ̳́ȃ

お詫びと訂正
第62号 P4 3段目
「★高齢者福祉センターおおやまへ ・加藤敏明 様」
は
「加藤俊明 様」の誤りでした。 お詫びして訂正致します。

鶴岡福祉バス抽選会のお知らせ
Ȫ଼ĳĹාĸȡ଼ĳĺාĴȫ
ȁ೧ؖছΨΑಒ͈̹͈ٛ͛মஜ૭ͬষ
͈́ັ̫̳͘ȃ
＊対象期間ȁȁȁ
ȁͅۼܢ͈ܱئ̫̀ĳٝಒ࣐̞̳ͬ͘ȃ
ȁ̷̸͈ͦͦ́ۼܢĲ౬ఘĲٝထ̧̦̳́͘ȃ
ȁȁӱ଼ĳĹාĸȡĲı
ȁȁӲ଼ĳĹාĲĲȡ଼ĳĺාĴ
ȁɦĲĲȡĴ͈ൃ͉ۼܢാݝȂ͉֖ߊ࣐ઃඤ
ȁȁ౷֖̳̈́ͤ͘ͅȃ

みなさまのご厚志に心より御礼申し上げます。
（平成28年1月6日から〜平成28年3月5日までのご寄付を掲載しています）

ɚ๊֚২ٛছমު͒

ɝോছΓϋΗȜ͒

ɝ೧ؖছΓϋΗȜ͒

Ȇോࢷڠൺٛġအġ

ɚࣞႢ৪ছΓϋΗȜ̤̤͒͘͞
Ĳıĭııı

Ȇଫࡔȁგຳġအġ

סએΞτΫĲర

ɝֵࣱছΓϋΗȜ͒

ɚߝ̳̭̥֨͞ΓϋΗȜ͒

Ȇ२५ఱՔޗٛġ૰ႅȁ୷ટġအġ ĳııĭııı

Ȇࣱ֔ࢬঊġအȂ̵͉̾ġအȂߔ५ٛġအ

Ȇȁ୷యঊġအġ ̩̿ͤͺ·ςσΗχΏĲııࡢ

ɝߝ֨ছΓϋΗȜ͒

ġ

Ȇ೧ؖঌၛల२ಎࢷڠġအġ

Ȇऎȁୃġအġ

Ȇგനȁչֲġအġ
Ȇႅȁࠃঊġအġ

֚ܕ
ȪĺĶཿȫ
Ķıĭııı

৬ͼΑĲర

Ȇ೧ؖঌಎ؇ྦྷ܁੫ΓϋΗȜഴȜ·σႲ၁݈ފٛġအ
ġ

ĳıĭııı

Ȇ̢̦̤ϋȜΠ࣐տ֥ٛġအġ ĴĹĭĸĳĺ
ȆĲııı૽́ΐλϋδΜςȜ࣐տ֥ٛġအ
ġ

ĲĳĭĲĹı

ĲĵĭĺĴĺ

ɝأ٬ছΓϋΗȜ͒

৬ͼΑĲర

ɚ͙̲̦͒͜ݚ
Ȇུשȁࡼহġအ

Ȇႝ࿐ȁಿহġအġ

Ķıĭııı

ġ

Ȇུۼȁఉঌġအġ

ĳıĭııı

ɚ̧̩̱͍ධ໐༗֗͒

Ȇඁྴġ

Ĵıĭııı

Ȇୌؚ࣏Ⴧ૽·ρήġအȪయນġऎۼݛඃऒמġအȫġ

Ȇࡼ၆ȁཅैġအġ

Ķıĭııı

ġ

Ȇඁྴġ

Ķıĭııı

اऱ ŅŗŅȪज़גȆ༎ਬȫĲ ཿ

ॠȆΗσĳĶཿ

ల ķĴ 
଼ĳĹාĵĲอ࣐
อ࣐໐ତȁĵĺĭĴıı໐
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