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　９月１７日の学校祭では、介護保険サービスを行
う事業者の団体「中川区介護保険関連事業者連絡
会」と一緒に、福祉用具の使用体験や高齢者疑似体
験を行いました。
　体験した方からは、「車いすが便利だと思ったが、
手が疲れてしまった」「今は自由に何でもできるけ
ど、年をとると大変になると分かった」「もっとお年
寄りを大切にしようと思った」などの感想をいただ
きました。

高校生のみなさんと一緒に取り組んでいます！

市立富田高校

　１０月の「中川区福
祉ふれあい広場」（５
ページ）や１１月６日
に行われた赤い羽根
共同募金の街頭募金
にボランティアとして
参加していただきま
した。

県立中川商業高校

　１０月１日に行われた学校祭では、工業高校なら
ではの技術とアイディアを活かし、生徒が自作した
コースで車いす体験が行われました。学校の敷地
内で赤い羽根共同募金の募金活動もさせていた
だきました。
　防災学習や「赤ちゃんとのふれあい体験」（２ペー
ジ）を毎年実施するなど、福祉教育にも熱心な学校
です。
　機械研究部に
よる車いすの点検
や、赤い羽根共同
募金の街頭募金
など、ご協力をい
ただいています。

市立工業高校

マッスルスーツを使えば、ス
イッチを入れるだけで身体の
負担も少なく介護できます！

ヨシヅヤ太平通り店での街頭募金に
は、富田高校の有志にも参加していた
だきました。

中川区内の３高校では、それぞれの学校の特色を活かした
福祉の取り組みが行われています！

指
が
動
か
し
づ
ら
い
と
、

財
布
か
ら
お
金
を

出
す
の
が
大
変…

白
内
障
体
験

め
が
ね
を
か
け
る
と
、

お
金
が
探
し
づ
ら
い…

あおなみ線中島駅での街頭募金

10月1日の学校祭での様子

社協だより

ウェル WelはWelfare（ウェルフェアー）＝幸福、福祉という意味の英語からとりました。
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市立工業高校で、赤ちゃんとのふれあい体験実施

地域福祉推進協議会と協働した福祉教育！地域福祉推進協議会と協働した福祉教育！地域福祉推進協議会と協働した福祉教育！

リポート！リポート！
地域支えあい事業地域支えあい事業 　区内４学区で実施されている「地域支えあい事業」とは、相談窓口を

通じて把握した生活上のちょっとした困りごとを、住民同士の助けあい
活動や専門職との連携などによって解決を目指す事業です
今回は、八幡学区で現在取り組んでいる事業の中から２つ紹介します。

八幡
学区

市立工業高校で、赤ちゃんとのふれあい体験実施
　赤ちゃんとふれあいながら、命のつながりや大切さを学ぶ「赤ちゃんとのふれ
あい体験」を、10月27日（木）市立工業高校で開催しました。
　調理や被服など家庭科を学ぶライフデザインという授業を選択している３年生
30人（男子生徒29人、女子生徒１人）が対象です。授業では６グループにわか
れ、地域子育て支援センターの保育士さん、保健所の保健師さん、主任児童委員
さん、地域福祉活動計画推進委員さん※を司会・書記役に、赤ちゃんを抱っこした
り、お母さんから出産や子育ての話などを聞きました。
　生徒さんたちは、赤ちゃんといっても十人十色であることを知り、また子育て
の喜びや大変さなどお母さんたちの生の声を聞き、「自分も親になることが
できたら、育児に積極的に関わりたい！」という気持ちになったようです。
　お母さんたちは、生徒さんが体験話に熱心に耳を傾け、緊張しながらも、
一生懸命子供とふれあおうとする姿に好感を持ち、彼らはきっといい親に
なることができるとうれしく思ったそうです。
　普段はあまり交わる機会のない世代との交流でお互いの理解が深まったと
思います。

昭和橋学区相談窓口
★開設日：毎週月・木曜日 9～12時　
★開設場所：昭和橋コミュニティセンター
★相談電話番号：070-5336-1244

常磐学区相談窓口
★開設日：毎週水・金曜日 9～12時　
★開設場所：常磐コミュニティセンター
★相談電話番号：052-363-1255
　　　　　　　 070-5332-1255

八幡学区相談窓口
★開設日：毎週水・金曜日 1３～1６時　
★開設場所：八幡コミュニティセンター
★相談電話番号：070-5338-8011

千音寺学区相談窓口
★開設日：毎週火・木曜日 10～13時　
★開設場所：富田北地域センター２Ｆ和室
★相談電話番号：070-5336-1266

　ごみ出し、大掃除、家具の移動等、主に高齢の方や障
がいのある方が生活する上でのちょっとした困りごと
を地域のボランティアがお手伝いします。どのようなこ
とでお困りか、詳しくお話をお伺いしますので、まずは
学区の相談窓口までご相談ください。

　中川区社会福祉協議会では区内の小学校から依頼をいただき、障がい当事者、福祉体験学習サポーターと一
緒に、出前講座を行っています。
　今年度は地域福祉推進協議会の皆さんにもご協力いただき、4校で福祉体験学習を実施しました。
　地域福祉推進協議会は、小学校区単位を基本とした地域の各種団体が中心となり学区住民全体が力を合わせ
て、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指しています。
　思いやりの心をはぐくみ、自分たちに何ができるかを考える“福祉教育”と“地域福祉推進協議会の活動”は共通
しています。
　これからも、地域・学校・社協がつながり、より良い『福祉教育』『地域福祉の活動』を行っていけるよう、社協も支
援をさせていただきます！

地域福祉推進協議会と協働した福祉教育！

荒越いきいきサロン
牛立ふれあいサロン
五女子サロン“和”
八幡育児サークル

第３土曜日10:00～11:30  荒越荘集会所
第３日曜日10:00～12:00  牛立八幡社社務所
第4金曜日14:00～16:00  個人宅（源通寺東側）
第3金曜日10:00～11:30  荒越荘集会所

八幡学区では、学区内４ヶ所で
サロンを実施しています。

上記学区にお住まいでお困りごとのある方は、相談窓口までご連絡ください！また、困りごとの解決をお手伝いしてくださるボランティアさんも大募集です！

生活支援ボランティア

地域住民の交流の場
ふれあい・いきいきサロン
（荒越・牛立・五女子）・

子育てサロン

※地域福祉活動計画推進委員：本会が地域住民の皆さんとともに策定した地域福祉を推進するための５か年計画『中川区社会福祉協議会第３次地域福祉活動
計画～なかがわ福祉まごころプラン３～」を一緒に実践・活動していただいています。
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「なかがわボランティアと福祉施設の交流会」を開催します!

 このコーナーでは、中川区社会福祉協議会で行っているボランティアセンター（ボラセン）事業について紹介します。

ボラセンだより
なかがわ

　はじめて手話を学ぶ方を対象に、中川区聴覚障害者福祉協会と共
催で毎年開催しています。
　今年は７月から９月にかけて、全10回行われました。
　中川区聴覚障害者福祉協会の会員が講師を、名古屋市認定手話
通訳者が通訳を務めたほか、最終回にはゲストとして協会からろう者
の皆さんにお越しいただき交流会を行いました。
　受講生の皆さんにとっては、手話の技術はもちろん、手話特有の考
え方を学んだことや、ろう者の皆さんとのコミュニケーションを通じ
て、自分と違う立場の方へ思いを巡らせていただく機会となったので
はないでしょうか。
　また、区内には3つの手話サークルがあり、この講座に関わってい
ただいたろう者・手話通訳者の皆さんや、「新しく手話を始めたい」と
いった方が、一緒に楽しく活動されています。
　手話や手話サークルにご興味のある方は、中川区社会福祉協議会
までお問い合わせください。

初級手話講座ボランティア紹介

第３次地域福祉
活動計画ニュース

中川区の地域福祉を進めるために策定した、平成26年度から５年間の中期計画「第３次地域福祉活動計画」も３年
目を迎えますが、地域住民を中心にした活動計画推進委員と一緒に企画･運営した取り組みについてご紹介します。

「なかがわボランティアと福祉施設の交流会」を開催します!
日時／平成29年１月17日（火）13時30分～16時　　場所／中川区役所講堂
対象／次のいずれかに当てはまる方
●中川区内に事業所がある福祉施設の職員の方（高齢者、障がい児者、児童、認知症カフェ開設施設）
●中川区内でボランティア活動を行っている方、地域で活動するサロン実践者（個人・団体）
●中川区でのボランティア活動に興味がある方、学生
●「認知症サポーター養成講座」を修了した方

申込／12月12日（月）から　中川区社会福祉協議会まで
氏名・連絡先・所属（ボランティア団体名、勤務先施設、学校名など）・どんな活動が
できるかをお知らせください

　ボランティアの育成、支援を目的として、「普段の活動以外のつながり」をテーマに、日頃
取り組んでいるボランティア・サロン活動や、職員さんの本業である施設の運営以外で「自
分たちにできること」と「手伝ってほしいこと・提供してほしいもの」を交換し、『つながり』を
深めていただきます。

●興味深い活動をしている人と話ができた
●自分にもまだできることがあると思えた
●これまでとは別の活動も始めることになった
●交流会後、施設に来てくれるボランティア
さんが増えた

参加者の声

受講生・ろう者の皆さんが
それぞれ自己紹介をしています。

　11月7日(月)から12月6日(火)までで４回、男性向け講座を
実施しました。
　この講座は昨年に引き続き開催したもので、今年の企画は昨
年の参加者の方々と一緒に検討し実施しました。
　第１回は昨年実施したカメラ講座を発展させ、デジカメを片手
に荒子周辺の史跡めぐり、第２回は昨年の参加者が講師となり
立体紙飛行機を飛ばす企画、第３回は男性介護者交流会、最終
回はインスタントみそ汁の素“みそたま”づくり＆交流会を行いま
した。
　昨年に引き続き、たくさんの男性に参加してい
ただきました。ここで出会ったご縁を大切に、今
後もまた皆さんで集まり、新たな輪を広げていけ
ると良いなと思います。  （地域のつながりづくりグループ）

「なかがわ男塾！」
を

開催しました
「なかがわ男塾！」

を
開催しました
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歳末たすけあい募金運動にご協力をお願いします

書道の部ポスター部

●ひとり暮らし高齢者等寝具洗濯乾燥サービス
●「地域の底力を応援」助成事業（ボランティアグループ、高齢者ふれ
あい・いきいきサロン、子育てサークルなどへの支援）　など

　新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で
安心して暮らすことができるよう、募金運動を実施します。
　平成２７年度は２６７,８６３円のご協力をいただきました。

歳末たすけあい募金運動にご協力をお願いします
～つながりささえあう みんなの地域づくり～

募金受付・お問い合わせは／中川区共同募金委員会（中川区社会福祉協議会内）まで

中川区内のこんなことに使われます
皆さまのあ

たたかい

ご協力をお
願いします

。

　区内小中学校の皆さんから、書道1,633点、ポスター526点のご応募をいただきました。たくさんの力作の中から、中川区共同
募金委員会と愛知県共同募金会の審査によって、以下の方々が選出されました。受賞者の皆さん、おめでとうございます！

ご応募いただいた作品につきましては、
区内でも下記のとおり展示しました。

児童生徒作品コンクール第68回 赤い羽根協賛

愛知県共同募金会入賞者

正色小学校４年
林　敦也さん

篠原小学校１年
柗本　丈海さん 野田小学校３年

足立　果音さん
万場小学校４年
遠藤　唯華さん

八幡小学校５年
阿久津　理子さん

明正小学校６年
右髙　怜奈さん

長良中学校１年
西川　美森さん

長良中学校２年
鈴木　日陽さん

はとり中学校２年
黒岩　南々子さん

助光中学校３年
吉田　有沙さん

長須賀小学校６年
川端　樹璃さん

一柳中学校１年
橋本　侑奈さん

一色中学校２年
飯尾　亜子さん

はとり中学校２年
西口　紗月さん

はとり中学校３年
伊藤　眞奈さん

１２月１日～１２月３１日

中川区共同募金委員会優秀者（ポスターの部） 中川区共同募金委員会優秀者（書道の部）

書道の部ポスター部

■中　川　区　役　所
■中川区在宅サービスセンター
■中川区役所富田支所

１０ /１６（日）～１１/ ７ （月）
１１/ ９ （水）～１１/１６（水）
１１/１８（金）～１２/ ４ （日）

西前田小学校４年
田中　佑奈さん

名古屋
市長賞

供米田中学校３年
原　里帆さん

名古屋
市長賞

五反田小学校３年
弘末　和司さん銀野田小学校 ２年

溝口　わかばさん銀 中島小学校５年
鈴　光世さん銀

一色中学校２年

供米田中学校３年名古屋

募金受付・お問い合わせは／中川区共同募金委員会（中川区社会福祉協議会内）まで

１２月１日～１２月３１日

五反田小学校３年

野田小学校３年

長良中学校２年

長須賀小学校６年

助光中学校３年

正色小学校４年

はとり中学校２年

はとり中学校２年 はとり中学校３年

西前田小学校４年名古屋

一柳中学校１年

野田小学校 ２年

万場小学校４年

八幡小学校５年
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はつらつ体操プログラムリーダー活躍中！はつらつ体操プログラムリーダー活躍中！

　障がいや福祉への理解を深めていただこうと、10月16日（日）に
中川区役所駐車場で開催しました。当日は天候にも恵まれ、多くの
方にご来場いただきました。
　参加施設・団体やゲストによるステージ披露、授産製品や軽食を
販売する模擬店・バザー・福祉体験スタンプラリー・遊びの広場な
ど、楽しい企画が盛りだくさんでした。
　福祉体験スタンプラリーでは、車いす・手話・点字・メロディベル
の体験を行いました。
　その他にも、区内の小中学生から募集した赤い羽根共同募金作品コンクールの優秀作品や、西養護学校児童・生徒
の作品、参加施設の仲間たちの作品を展示しました。
　最後のお楽しみ抽選会では、地域の企業様から自慢の製品を賞品としてご提供いただき、おかげさまで、大盛況の

中ふれあい広場を終了することができました。
　また、中学生から80歳代まで、幅広い年代のボランティアさん約
60名が当日の運営に協力してくださいました。
　ご協力・ご来場いただいたみなさんにとって、このお祭りが障がい
のある人とない人、若い人と歳を重ねた人、住民と福祉関係者など、
それぞれの立場からお互いを理解し、交流し合うきっかけになれば
幸いです。

中川区福祉ふれあい広場を開催しました中川区福祉ふれあい広場を開催しました第28回

〈協力・協賛〉（敬称略・順不同）
愛知銀行高畑支店／大統領　中川店／プレイランドトミダ／シャトレーゼ高畑店／中川コロナワールド／
麺屋はなび／伊勢海老つけ麺真心堂／吉田麺業有限会社／有限会社フィレンツェ／タック株式会社
／ダスキン和泉仙／株式会社名城商事／その他　匿名
〈第28回中川区福祉ふれあい広場実行委員会〉
つゆはし作業所／富田作業所／ＮＰＯ法人なかよし／サポートセンターbeing小本／中川区障害者基幹相
談支援センター／中川区手をつなぐ育成会／社会福祉法人ゆめネット／社会福祉法人さくらんぼの会／
中川区身体障害者福祉協会／中川区聴覚障害者福祉協会・手話サークル／中川区老人クラブ連合会／
スリヤールワ スリランカ／地域ボランティア秋桜／中川ボランティアグループ／シャローム花塚／わーくす
昭和橋／戸田川グリーンヴィレッジ／中川鯱城会／中川区役所福祉課／中川区社会福祉協議会

この事業は、地域の皆様からいただいた赤い羽根共同募金配分金と賛助会費を財源に実施しました。

　介護予防・認知症予防や仲間づくりを目的に、毎週様々なプログラムを行っているみつば会ですが、中でも
ダントツ人気なのが体操や運動。皆さんの健康づくりへの関心の高さが伺えます。
　そこで、参加者さんやボランティアさんも体操を学び、体操リーダーとしてみつば会や地域のサロンなどで
活躍してもらおうと、希望者を対象に５月から「はつらつ体操プログラムリーダー研修」がスタートしました。
　前期の受講者は約半年間の研修を終え、みつば会プログラムの空き時間を利用して認知症予防体操などを
行っています。最初は緊張しぎこちなかったメンバーも、ずいぶん慣れてきた様子。今後は体操のバリエーショ
ンを増やし、活躍の場も広げていけたら・・・。体操リーダーさんたちに期待です！

はつらつ体操プログラムリーダー活躍中！

毎週火曜日　9:30～11:30
毎週水曜日 10:00～12:00

広見コミュニティセンター（西日置二丁目16-１）
富永神明集会所（富永三丁目90）

　市内在住の６５歳以上の方を対象に、中川区内１６会場で、毎週手芸・工作な
どの作り物や健康体操、レクリエーションなどを楽しみながら、介護予防と仲間
づくりに取り組んでいます。
　下記の会場は参加者を追加募集中。見学も随時できます
ので、社協までお問合せください。

体操プログラムを企画し、
会場で実践。

新メンバーでの後期研修も
始まりました。

「みつば会」とは？
～名古屋市の委託事業「名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業」の愛称です～
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＝この広報誌は、共同募金配分金と賛助会費を財源に作成しました＝
※Welなかがわ（年4回）の定期購読や音訳版・点訳版をご希望の方は本会までご連絡ください。 「Welなかがわ」は、再生紙を使用しています。

編集・発行

メールドレス

ホームページ
nakagawaVC@nagoya-shakyo.or.jp
http://www.nakagawashakyo.jp
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区内のイベントやボランティア情報案内、研修室の貸出などを行っています。
お気軽にお問合せください！

社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
〒454-0875　名古屋市中川区小城町1丁目1-20
TEL(052)352-8257 FAX(052)352-3825

寄 付 の お 礼寄 付 の お 礼

お祝いごとや香典返しにかえての寄付を受け付けております。香典
返しについては、あいさつ状をご用意いたします。

　寄付金および寄付物品は、中川区の福祉の推進に有効に活用
させていただきます。
　中川区の社会福祉の推進に有効に活用させていただきます。
どうもありがとうございました。（平成2８年11月まで）

●服部　美佐子 様　●その他 匿名　

【対　象】名古屋市に在住する、６０歳以上の方
【募集期間】平成２８年１２月１日（木）～平成２９年１月３１日（火）
【問合先】名古屋市鯱城学園　電話０５２－２２２－７５２１

　「学び、仲間づくり、社会参加」の場である鯱城学園では、
平成２９年４月入学生を募集します！
　詳細は、区役所・支所、区社会福祉協議会、生涯学習セ
ンター、図書館などで配布される入学案内をご覧くださ
い。（平成28年11月下旬配布）

　「学び、仲間づくり、社会参加」の場である鯱城学園では、
平成２９年４月入学生を募集します！

鯱城学園 入学生募集！～新たな発見や出会いが
　あなたを待っています～

　経済的な問題、仕事や家族の問題、生きづらさを抱えてい
るなど、幅広く相談を受付し、相談者と解決策を一緒に考え
ながら、自立した生活ができるようサポートしています。
　公的制度や社会資源の利用調整や手続き同行、家計の見
直しや債務の整理、住居確保給付金の支給、就労に向けたサ
ポートなどをしています。お気軽にご相談ください。

名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター名駅
〒４５０-０００３ 名古屋市中村区名駅南１-５-１７ ネットプラザ柳橋ビル３階
TEL ０５２-４４６-７３３３  FAX ０５２-４４６-７５５５
MAIL  sigoto.kurasi@support-nagoya.jp

連
絡
先

　経済的な問題、仕事や家族の問題、生きづらさを抱えてい

名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター名駅からのお知らせ

　定期的にサロンを開催しています。どなたでも参加OK、参加無
料、申込不要、出入自由です。お茶を飲んだり、ゲームや簡単な体
操、工作、お楽しみ企画などがあります。お気軽にお越しください。
【開催日】 平成２８年１２月９日（金）、平成２９年３月２９日（水）
【時　間】 １１時～１３時　【場　所】 名駅センター５階

★名駅くらさぽサロン★

　センターが実施するイベントや講座などをサポートいただくボ
ランティアを募集しています。ご興味のある方は、ぜひ一度セン
ターへご連絡ください。

★くらさぽボランティア募集★

いきいき支援センターからのお知らせいきいき支援センターからのお知らせ

　名古屋市では、認知症のご本人やご家族、地域住民、
専門職など、認知症に関心のある誰もが気軽に集まり、
仲間づくりや情報交換を行う機能を持つ、認知症カフェ
の取り組みをすすめています。その中で、中川区内にあ
る認知症カフェを記載したマップが完成しました。各カ
フェで認知症や介護、病気の予防などについての勉強
会、音楽演奏や小物作りなどの参加者全員が楽しめる行
事や交流会などが行われています。
　このMAPは各いきいき支援センターや区役所などに
配架しておりますので、お気軽にお問合せください。

中川区認知症カフェ 一覧表

お問い合わせ先

中川区西部いきいき支援センター
中川区小城町1丁目1番地の20 中川区在宅サービスセンター内

電話 052‒352‒8258
中川区西部いきいき支援センター（分室）
中川区春田四丁目119番　プリマヴェーラ１F

電話 052‒364‒7273

中川区東部いきいき支援センター
中川区八幡本通二丁目27　コーポ中野1F

電話 052‒354‒8343

中川区中川区

認知症カフェ MAP認知症カフェ MAP

愛知、篠原、昭和橋、玉川、
露橋、常磐、中島、西中島、
広見、八熊、八幡

担当学区

赤星、荒子、五反田、正色、
千音寺、戸田、豊治、長須賀、
西前田、野田、春田、万場、明正

発行／中川区地域包括ケア推進会議 認知症専門部会　　　※平成28年10月時点の情報をもとに作成しています。

担当学区

名　　　称 会　　場 住　　所 電　　話

❶ 認知症カフェ春田 ニチイケアセンター春田 春田3-100 309-3911

❷ いっぷくカフェ・ラベンダー 老人保健施設　ラベンダー 福島1-148 303-2811

❸ 戸田川ほっこりカフェ 特別養護老人ホーム
オーネスト戸田川 富永4-266 309-3339

❹ よつばカフェ 老人保健施設　みず里 水里1－23 302-3600

❺ オレンジカフェ ハーデン一色 大当郎2-1413 304-8033

❻ 喫茶いりゃあせ 特別養護老人ホーム
共愛の里 下之一色町字権野108-4 302-8011

❼ オレンジカフェ わの家 ちいき家族　わの家 打出1-185 080-5132-4937

❽ ほんわかカフェ デイサービスセンター
まつかげ 打出2－250 351-9901

❾ よりどころ みなと医療生活協同組合
高畑生協診療所 高畑5－182 362-3033

10 はじまるCaféほほえみ はじまるCaféほほえみ 長良町3－30－2 655-5411

11 つどい シェアハウスつどい 松年町3-29 355-7527

12 西日置茶屋 デイサービスセンター西日置
フラワー園 西日置町10-107 363-8722

13 さわやかカフェ デイサービスまほろば 柳島町4－16 364-6000

14 はなかふぇ 特別養護老人ホーム
フラワー園 尾頭橋4－10－18 321-2260

15 音色（おといろ）カフェ 特別養護老人ホーム
オーネスト千の音 富田町千音寺下川西833 439-0333

　「なごや認知症カフェ」は、どなたでも参加できる憩いの場です。
認知症について学んだり、気になっている事を専門職に相談したり、
地域の皆さんと交流します。
　「認知症」についてたくさんの人に知ってもらい、地域での理解を
深めていただくために、名古屋市が開設支援をしています。認知症の
人や家族、地域住民の皆さん、医療や介護の専門職など、どなたでも
お気軽にご参加ください。
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平成28年度平成28年度平成28年度平成28年度平成28年度平成28年度
地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！地域包括ケアシンポジウム開催！

平成28年度
地域包括ケアシンポジウム開催！

平成29年３月14日（火）午後

※詳細は今後チラシ等でご案内します。
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わがまちの地域包括ケアを考える（仮）テーマ
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