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みなさんの幸せのために
交通安全と新型コロナウイルス感染の終息を願って！
毎年、
「春の交通安全キャンペーン」に合わせ、
市内児童が考えた「交

通安全標語」をつけた守谷市ボランティア協会会員手作りの交通安全

マスコットをドライバーや自転車通学・通勤の人たちに配布しており
ます。

昨年も４月の配布に向け、黒内小学校５年生児童（当時）が書いた

標語を付けたマスコットを準備しておりましたが、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、キャン

ペーンが中止となり配布出来な

いままになっていました。しかし、子どもたちと協会会員の思いを込
めたマスコットをなんとか届けたい！との声を受け、毎年祈願してい
ただいている板戸井の清瀧寺にお願いし、交通安全に加え、新型コロ

ナウイルス感染の終息祈願をしていただき、公民館やいきいきプラザ・
げんき館の窓口での配布のほか、福祉施設の送迎車などにも配布させ
ていただきました。

「もったいない」を「ありがとう」！
３月２２日、守谷市民交流館（モリヤガーレ）で「
（株）セブン - イ

レブン・ジャパン寄贈品贈呈式」が行われました。この贈呈式は、
（株）
セブン - イレブン・ジャパン、茨城県、茨城県社会福祉協議会の３者

により令和２年３月３１日に締結した「社会福祉貢献活動に係る寄贈
品に関する協定」に基づき、セ

ブン - イレブン店舗改装時等に

発生する在庫商品を茨城県社会

福祉協議会で受領し、守谷市社会福祉協議会に配分されるのを受け開

催。今回で県内２４件目の贈呈となり、守谷市社会福祉協議会では、
お預かりした食料品や日用品を困窮世帯の子どもたちの長期休暇（夏
休み・冬休み）時や子ども食堂、福祉施設などへの支援等にも活用を
検討しています。

身近で頼れるアドバイザー
プロフェッショナルの保険代理店
あなたと、大切な人を守る
保険の事はお任せください

㈱総合保険・富士 保険工房オフィス
〒302-0128 守谷市け やき台2-11-7
TEL 0297-34-1322 FAX 0297-34-1323
Eメール hokenkobo@sogohoken-fuji.jp

60歳以上

女性会員募集

☎029748-8591

家事援助、学童見守り、施設管理、軽作業、清掃など、ご自
分のライフスタイルに合わせたお仕事が出来ます！
手作り手芸小物を制作して楽しむ親睦会グループも活動してます！
入会説明会/第1.3木曜13時30分（要事前予約）
公益社団法人 守谷市シルバー人材センター

〒302-0109 守谷市本町 622-2
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特 集

災害への備えをしつつ
一人ひとりが乗りこえるチカラを ‼

阪神淡路大震災以降においても、全国各地で多くの自然災害が発災し、そのたびに備えについて考えるが、身近で災害
がないと忘れがちになり「備蓄していた食料品等の消費期限切れ！」なんてことがよくあると思います。そうならないよ
うに、消費期限の記録というひと手間をすることで、消費期限に合わせて食料品を家族で食べて味に慣れておく！そして
新たに補充する「ローリングストック」を行いましょう！そしていざ、災害が発生すると規模にもよりますが、支援物資
が届くまでの目安は３日、ライフラインが復旧するまで１週間以上といわれています。また避難所に入れず、自宅で過ご
す！新型コロナウイルス感染予防ということも踏まえ防災グッズを備えておきましょう。
項

目

内

容

飲 料 水
食 料 品

・１人１日３Ｌ×人数分（保存水）
・レトルト食品・インスタントラーメン・缶詰等人数分
※お子さんがいる場合、ビスケットやアメ、チョコなど

照明器具
情報機器

・ソーラー充電式ライトや充電器
・懐中電灯やランタン ・乾電池

道

・カセットコンロ・ボンベ ・紙皿、紙コップ、割り箸、スプーン
・ラップ、アルミホイル ・ローソク、マッチ ・筆記用具、ノート
※折りたたみウォータータンク、使い捨てカイロなど

具

衛生用品

・手動充電式ラジオ

・ウェットティッシュ ・タオル ・簡易トイレ
・ビニール袋 ・マスク ・消毒液
※必要に応じて、生理用品、介護用品、紙おむつ、
哺乳瓶、粉ミルク、離乳食、おしりふきなど

※誰でも分かる場所：常備薬やお薬手帳
阪神淡路大震災から２７年が過ぎても未だ仮設・復興住宅で暮らしている方も多くいられますが、ひとり暮らしの『孤
独死』が問題になっている。阪神淡路大震災では昨年も７０人以上の報告があり、延べ 1,000 人以上にものぼり、東
日本大震災でも１０年間で６１４人、熊本地震でも３０人、多くは病死とみられますが、自殺も含め亡くなられています。
やはり仮設や復興住宅は、震災前の知り合いが同士の地域ごとに入居するわけでなく、なかなかコミュニティーが
出来なく孤立していく。今、コロナ禍でも外出や集団活動が中止になり、家に引きこもり、社会とのつながりが失わ
れ、孤立や不安からの自殺も増加しています。コロナの終息まではまだまだ時間を要します。ですからマスク、手洗い、
手指消毒、密集回避、換気などの予防対策をしっかり守りながら、自分の心身機能を維持するために、「食事」「運動」
「社会参加」を続けることが重要です。
社会参加と予防
食事

１日３度しっかり「食べる力」が重要！
自炊が面倒な時は、総菜やレトルト食品、納豆やヨーグル
トなどでひと工夫

運動

無理のない範囲で、テレビを見ながら座ってできるスト
レッチや軽い筋トレ、遠くのスーパーへ歩いて買物など
日々の生活にプラス！

社会
参加

人との交流、社会参加の機会は大切！
外出が難しい時は、電話やメール、オンライン通話などで、
家族や友人とつながることも！

‑
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‑

〒302-0125

‑

‑

外出頻度、社会交流、社会参加の目安
閉じこもりを
防ぐために

孤立しない
ために

健康効果を
出すために

1日1回以上

週1回以上

月1回以上

外出

友人・知人などと

しよう

交流

しよう

‑

E‑

‑

楽しさ・
やりがたのある
活動に参加
しよう

法人運営事業

令和３年度守谷市社協
事業計画と予算

○社協法人運営事業（全般）
○生活福祉資金（茨城県社協事業）
・総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動
産担保型生活資金
○小口つなぎ資金貸付（守谷市社協）

みなさまからの会費や募金の
配分金をもとに各福祉事業を
すすめていきます

調査普及宣伝事業

○広報事業（社協だより発行）
○ホームページや社協ＰＲＤＶＤの活用
○社協会員募集（５月１日～）
○守谷市ふくしまつりの開催

地域福祉活動推進事業

○「第２期守谷市地域福祉活動計画」最終年の実施
及び「第３期地域福祉活動計画」策定並びに市内
６地区の社協支部役員を中心に、区長・自治会町
内会役員、民生委員・児童委員をはじめ地域のみ
なさんにご協力いただきながら、地域福祉活動に
取り組んでいきます
○障がい児者団体・福祉団体への事業助成や一堂に
会する「第13 回買ってＮｅｔ！バザール」開催
○高齢者元気わくわくスポーツ大会支援
○ほほえみサービス（在宅福祉サービス）
○車いす・福祉車両（スロープ付き軽自動車）の貸出

相談・援助事業

○専門相談（福 祉 相 談：毎月第１月曜日）
（年金労務相談：毎月第２月曜日）
○電話相談（毎週金曜日：午前10時〜午後 3 時）
○要援護家庭への支援
○高齢者ふれあい電話訪問
○新生児誕生祝品贈呈事業
○新入児童入学祝贈呈事業

共同募金配分事業

○赤い羽根募金運動（10 月１日～）
（災害義援金等の取り扱い：災害時）
○歳末たすけあい募金運動（12 月１日～）
○生活困窮世帯支援事業（守谷ライオンズクラブ共催）
○ひとり親親子１日交流事業
○ひとり親家庭・要保護・準要保護世帯小・中学校
入学・卒業祝
○小・中・高校福祉教育担当者研修事業
○伊奈特別支援学校ふれあいボランティア支援
○ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯交流事業
○災害援助（火災見舞）
○歳末たすけあい募金対象者への配分

介護保険事業

介護保険収入
38,255
（25.79%）
事業収入
1,020
（0.69%）

○ボランティア講座、研修、交流会
○小・中学校への福祉教育推進助成
○福祉体験支援・機器の貸出
（車いす・白杖・点字板・シニア体験用具等）
○ボランティア保険の加入促進
○善意銀行（寄付金品の受払）
○入れ歯リサイクル回収事業支援
○フードバンク事業（フードバンク茨城・カスミ）
の活用・協力

受託事業

○生きがい活動支援通所事業
（いきいきプラザ・げんき館、ミ・ナーデげんき
館事業）
○地域ケアシステム推進事業
○日常生活自立支援事業
○家計相談支援事業（新規）

○居宅介護支援事業
（介護保険・介護予防ケアプラン作成等）
○ヘルパーステーション
（訪問介護・介護予防・日常生活支援総合）
（障がい福祉サービス居宅介護）
その他（雑収入） 前期末繰越金
71（0.05%）
4,294（2.90%）
受取利息
8（0.01%）

ボランティア促進事業

予 算
会費7,486（5.05%）

介護保険
事業
39,374
（26.55%）

寄付金
911
（0.61%）

収 入
148,308
（単位：千円）

補助金
58,975
（39.76%）

受託事業
16,627
（11.21%）

社会福祉基金
111（0.07%）

支 出

法人運営事業
66,067
（44.55%）

148,308
（単位：千円）

県・市受託金
31,524（21.26％）
償還金
150（0.10%）

ボランティア促進事業
852
（0.57%） 共同募金
助成金
配分金事業
480（0.32％）
5,911
共同募金配分金
（3.99%）
5,134（3.46%）

相談・援護事業
12,394（8.36%）

調査普及
宣伝事業
5,322
（3.59%）
地域福祉活動
推進事業
1,650（1.11%）
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あ な た と 共 に 福 祉 の ま ち づ くり
̶ 令和３年度守谷市社会福祉協議会会員加入のお願い ー
○募集期間
○会員会費

５月１日(土) 〜 ６月３０日(水）
一般会員 会費(年額)
５００円
特別会員 会費(年額) １,０００円（一般会員：２口）

守谷市社会福祉協議会では、今年も市民一人ひとり、子どもからお年寄りまで、すべての人が住み
なれたところで「安心して暮らせる福祉のまちづくり」の一員になっていただきたく、市民の皆様に
会費のお願いをしております。ご協力いただきました会員会費につきましては、４ページに掲載の各
種福祉事業を展開するための財源として充てさせていただいております。
まだまだ新型コロナウイルス感染拡大は終息しておりませんが、何卒、当協議会事業にご理解いた
だき、会員にご加入いただきますようお願い申し上げます。なお、町内会や自治会未加入の方につき
ましても当協議会事務所（げんき館内）もしくは、文化会館・保健センターでもお受けいたします。

こんな活動や事業に活用しています（令和３年度当初予算より）
● つながりづくりへ
８５円
（ほほえみサービス・小口資金・相談援助事業）

２１９円

２円
● 人づくりへ
（ボランティア・福祉教育事業）

７２円

令和三年

● 社協運営事業
（人件費には充当しておりません）

１２２円

◆ 一般会費の主な使い道
会費500円は…
● 広報啓発活動へ
（社協だより等の情報提供）

● 活動づくりへ
（地区社協・地域福祉活動）

認知症の高齢者や知的または精神的に障がいがある方で、判断能力が不十分、かつ親族等の援助が得られない
方に対して、下記のサービスを行い、日常生活を支援する事業です。くわしくは、お気軽に社会福祉協議会ま
でお問い合わせ下さい。
支援サービスの内容
◆福祉サービスの利用援助 ◆日常的な金銭管理サービス
◆書類等の預かりサービス
支援の方法
◆申込・利用

利用を希望する方は、社会福祉協議会に来所いただき、専門員がお話をお聞きします。
利用者の事情をお伺いしながら、訪問調査などを経て、支援計画を作成し、契約ののち、
社会福祉協議会の専門員や生活支援員が定期的に訪問し、支援サービスを行います。

◆利 用 料 ・福祉サービスや日常的金銭管理支援
・大切な書類等のお預かり

5

１時間あたり
１か月あたり

１,１００円
５００円

令和２年度

赤い羽根募金・歳末たすけあい募金報告

434,800

811,896

守

谷 1,701,200

749,450 2,450,650

大

野

336,500

137,300

高

野

711,633

448,733 1,160,366

大 井 沢

296,500

138,300

北 守 谷

790,340

572,315 1,362,655

個人・団体等

249,839

562,057

【赤い羽根募金】
間瀬大仁・守谷小学校・大野小学校・高野小学校・大井沢小学校・黒内小学校・御所ケ丘小学校・郷州小学校・
松前台小学校・守谷中学校・けやき台中学校・ウェルシア薬局守谷松並店・ウェルシア薬局守谷ひがし野店・
籠乃鳥・第１２回買ってＮｅｔ！バザール・守谷市役所募金箱・社協窓口募
金箱・匿名６件
【歳末たすけあい募金】
ボーイスカウト守谷第一団・守谷市中央地区民生委員児童委員協議会・守谷
市北地区民生委員児童委員協議会・守谷市南地区民生委員児童委員協議会・
守谷市仏教会・守谷キリスト教会・守谷市工友会・匿名５件

歳末たすけあい
募金配分報告

みなさまから寄せられ

た募金の浄財に昨年度の

余剰金を加え、次のとお

り配分贈呈いたしまし

ひとり暮らし高齢者
（130 件）
1,040,０００円

配分総額
3,157,699円

重度心身障がい児・者
（37 件）
296,０００円

災害義援金報告

（敬称略）

令和２年７月豪雨災害義援金

５０１円
・栄町町内会  ７，

１，
４２０円

６，
４９２円
・社協窓口 
年熊本地震災害義援金

平成

・社協窓口 

各地で発災した災害義援金

にも多くの方々からご支援を

年熊本地震」、「令和２年

いただいておりますが、「平

成

日で終了

７月豪雨災害」の義援金受付

は、令和３年３月

日まで延

年７月豪雨災害」

がとうございました。引き続

き、「平成

は、令和３年６月

長し、また、令和３年２月

す。

いたしま

くお願い

をよろし

援ご協力

かいご支

さまの温

日まで受付し

ております。今後も多くの皆

令和３年５月

福島県沖地震災害」義援金は、

日に発生した「令和３年２月

13

た。

交通遺児・
準要保護家庭他
（１27 件）
１，821,699円

28

28

いたしました。ご支援あり

31

30

30

31

473,800

令和２年度共同募金運動（赤い羽根募金・歳末たす
あい募金）は、みなさまの温かいご理解とご協力によ
りまして、次のような結果となりましたので、ご報告
させていただきます。
この募金運動は、毎年、各地区の区長様をはじめ、
町内会・自治会や学校・団体など、多くのみなさんか
らご協力いただき実施しております。今年度において
は、コロナ禍で感染予防をしながらの取組みとなり大
変お手数をおかけし、改めて感謝申し上げます。
十月より始まった「赤い羽根募金」は、茨城県共同
募金会に全額送金したのち、その必要性や緊急性を十
分審査した上で、翌年度の県内の民間福祉施設の整備
費や守谷市社協が行う地域福祉事業費として配分され
ます。
月からの「歳末たすけあい募金」は、配分基準と
なる対象者からの申請に応じ、市内のひとり暮らしの
高齢者や障がい児・者、準要保護家庭等に贈呈金とし
て配分させていただきました。今後も多くの皆さまの
温かいご支援ご協力をよろしくお願いいたします。
計 4,219,412 2,742,055 6,961,467
合

267,300
133,900
133,400
みずき野

計
合
区 赤い羽根募金 歳末たすけあい
地
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（単位：円）

募 金 集 計 表

個人・団体のみなさまからの募金報告（順不同・敬称略）
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令和３年度ボランティア活動保険加入受付中
○ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや賠償責任を補償する「ボランティ
ア活動保険」には、個人ボランティアの皆さんをはじめ、多くのグループ・団体の方々
が加入しています。自治会・町内会有志による防犯パトロール等も対象になります。
◎令和２年度に加入いただいている方の補償期間は、令和３年３月３１日までです。
令和３年度保険加入補償期間は加入手続きの翌日から令和４年３月３１日までとなりますので、お早め
の更新手続きをお願いします。
なお、保険掛金や補償額、加入プランについては、下記の表の各プラン・金額をご確認の上、ご加入く
ださい。災害時の活動については、基本的に天災・地震補償タイプの加入となりますが、詳しくは社会
福祉協議会までお問い合わせ下さい。
補償金額（保険金額）

補
償

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

ケガの補償

加入プラン
死亡保険金
後遺障害保険金
入院保険金日額
手術 入院中の手術
保険金 外来の手術
通院保険金日額
地震・噴火・津波による死傷

団体割引 20％適用済
（過去の損害率による割増引適用
）

保険料（１名あたり）

賠償責任の

基本プラン
天災・地震補償プラン
1,040万円
1,040万円（限度額）
6,500円
65,000円
32,500円
4,000
×
○

加入プラン
保険料

基本プラン
350円

天災・地震補償プラン
500円

〈基本プランに加入されている方へ〉
基本プランでは地震、噴火、津波が起因する死傷は補償されません。
◆災害ボランティア活動の参加は、
「天災・地震補償プラン」へ
の加入をおすすめします。
※被災地でのボランティア活動では、予測できない様々な事態が想定されます。二
次被害への備えとしても、あらかじめ「天災・地震補償プラン」に加入いただき
ますと、より安心してボランティア活動に参加いただけます。

◆補償期間（保険期間）の中途で加入される場合も上記の保険料と
なります。なお、中途脱退による保険料の返金はありません。
◆中途でボランティアの入替や、ご加入プランの変更はできません。
◆ご加入は、お１人様につきいずれかのプラン１口のみとなります。

5億円（限度額）

※加入申込人は２口以上加入される被保険者がいないことを確認のうえ、申し込み
ください。

【社会福祉協議会事業費へ】
善意銀行預託報告
５件 １，
４１０，
０００円
令和３年１月～３月（敬称略）
【プルタブ換金額】
【寄 付】
５，
２８０円
・６０㎏ 
・健康マージャン同好会
【入れ歯 貴
( 金属 )
２，
０００円
リサイクル換金額】
・吉田記念北守谷ミニＳＬ
・東北支援やユニセフへ
２０，
０００円
２５，
０３３円
４，
０００円
・匿 名 
・市内地域福祉事業へ
【使用済み古切手・プルタブ・
１６，
６８９円
プリペイドカード】
【活動用印刷機リース費】
・間瀬 大仁
２３，
２３２円
・井上 泰孝
【福祉車両整備費】
・安藤 喜一・すえ
４３，
５５７円
・川上 ふくえ
【福祉機器整備費】
・柗本 敏弘
１０，
１２０円
・下村 孝幸
【福祉助成】
・やまゆりの郷
・令和２年度ボランティア
・御所ケ丘ミニバス
活動保険料助成
・保健センター
１１２，
２００円
・守谷市役所
・地域福祉活動事業費
・守谷小学校
３０，
０００円
・匿 名
件
【未使用マスク】
・匿 名
【未使用タオル】
・匿 名
《払出状況》
【玄米】
・生活困窮者世帯
【古切手】
・茨城県社会福祉協議会
《指定預託》
【動物保護譲渡団体へ】
１０，
０００円
・匿 名 
《指定預託払出状況》
【動物保護譲渡団体へ】
１件 １０，
０００円
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あなたでもできる“食”の支援

ご自宅に眠っている食品を
「きずなＢＯＸ」
（食品収集箱）に！
守谷市役所・保健センター・文化会館に設置
フードバンク活動は、社会的支援が必要な世
帯、食事提供をする団体や福祉施設などに提供
しています。
（寄付いただく際の注意点）
※常温保存可能、
未開封、
賞味期限が２ヶ
月以上残っている食品
※要冷蔵、冷凍品、野菜や果物などの生
鮮食品、アルコール類は不可
※割れやすい容器の食品は梱包を！

   ◇毎週金曜日

7

談

相

話

※予約は、各相談日の前週金曜日までに社協
事務局まで電話にてご予約ください。
電話相談でも予約を受付ます。

電

専門相談予定表

ふ く し 相 談 ○印
事前予約
◆毎月第１月曜日 午後２時から４時
年金労務相談 □印
◆毎月第２月曜日 午後２時から４時
【場 所】いきいきプラザ・げんき館内

４8 －５５５５

午前１０時から午後３時

5月

6月

1
2 3

4

5

6

7

8

6 7

7月

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12 4 5

6

7

1

2

3

8

9 10

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24
30 31

25 26 27 28 29 27 28 29 30
は電話相談日です

23
2530

26 27 28 29 30 31
※7月23日はお休みです
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50
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第１３回買ってＮｅｔ！バザール
in イオンタウン守谷

今年も守谷市近隣の障がい児者施設・団体のみなさんが、
手作り品や新鮮野菜、焼き菓子などを販売しますので、多
くの皆さんのご来場をお待ちしております！
●日時：令和３年７月３日（土）
・４日（日）
●会場：イオンタウン守谷 １階 セントラルコート
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社会福祉協議会非常勤職員募集

守谷市社会福祉協議会では、各種職員を募集します。
（嘱託職員）
①職種・人員：生きがい活動指導員 １名
勤務内容：介護予防事業利用者の活動支援等
月曜日～金曜日 ９時～ 時
賃 金 等：月給：１５０，０００円
応募資格：概ね 歳位までで、介護福祉士又は介護職員
初任者研修修了者（ホームヘルパー２級以上）

の有資格者・普通自動車運転免許所持者
（非常勤職員）
②職種・人員：生きがい活動非常勤看護師 １名
勤務内容：介護予防事業利用者の活動支援・健康相談等
月曜日～金曜日：週３～４日 ９時～ 時
賃 金 等：時給 １，１００円
応募資格：概ね 歳位までで、看護師（准看護師）の
有資格者・普通自動車運転免所持者
③職種・人員：生きがい活動指導員 １名
勤務内容：介護予防事業利用者の活動支援・健康相談等
月曜日～金曜日：週３～４日 ９時～ 時
給 与 等：時給 ９５０円
応募資格：概ね 歳位までで、介護福祉士又は介護職員

初任者研修修了者（ホームヘルパー２級以上）
の有資格者・普通自動車運転免許所持者
④職種・人員：非常勤ホームヘルパー ５名
勤務内容：高齢者及び障がい者の訪問介護
月曜日～土曜日・祝日：週３～４日
給 与 等：時給 ９５０円 移
+動手当
応募資格：概ね 歳位までで、介護福祉士又は介護職員
初任者研修修了者（ホームヘルパー２級以上）
の有資格者・普通自動車運転免許所持者で、自
家用車での訪問可能な方

◎申込方法：市販の履歴書に希望職種番号のほか、必要事項
記入・写真を添付の上、有資格証書の写し、普
通自動車免許証の写し、その他の有資格証書の
写しなどの書類等を添えて、下記住所へ持参又
は郵送にて申し込み下さい。

予告

開催
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中止のお知らせ
毎年５月に実施しております「守谷市わくわくスポー
ツ大会」は、
多くの方々に参加いただき開催しております。
しかし、現在のところ、まだまだコロナ禍でありますので、
大変残念ではありますが、今年度も中止とさせていただ
きます。
大会を目指し練習をされてきた皆様には大変申し訳あ
りませんが、ご理解いただきますようよろしくお願いい
たします。

生活福祉資金 ( 緊急小口資金・総合支援資

延期のお知らせ

金・延長貸付 ) 特例貸付の申込受付について

毎年６月に実施しております「ひとり暮らし高齢者
対象のふれあい１日遠足」は、今年も秋に延期させて
いただきます。今年も遠足を楽しみにしていただいて
おります皆様には大変申し訳ありませんが、改めて次
号（７月１０日発行号）にてご案内させていただきま
すので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

申込受付期間が令和３年６月末まで延長に
なりました。
特例貸付の希望させる方は、貸付希望資金の種類
により申込書類等が異なります。また、申込受付も
予約制とさせていただいておりますので、まずは、
下記事務局までご連絡ください。
なお、
申込状況にもよりますが、
送金までの期間は、
守谷市社会福祉協議会での申込受付後、茨城県社会
福祉協議会に書類を送付、受理されてから概ね３週
間程度かかります。

今後の事業も状況を踏まえながら、変更や中止の判断
をさせていただく場合もありますが、検温や手指の消毒、
マスクの着用など、感染予防対策を講じながら、出来る
限り実施できるよう取り組んで参りますので、ご理解ご
協力のほどよろしくお願いいたします。

各募集等のお申込み、お問い合わせ先は
〒 302-0116 守谷市大柏９５４－３ 守谷市社会福祉協議会事務局まで！
電話 ０２９７
（４５）００８８ FAX ０２９７
（４８）５５５４
Ｅメール sh akyo. m oriya.954- 3@a c e .oc n.ne .jp
8

