至流山おおたかの森駅
至南流山駅
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今年もよろしく

カラー版
「ながれやま福祉だより」
は、
ホームページで公開しています http://www.nagareyamashakyo.com

お願い申し上げます

災害が相次いだ年でした︒
流山市社会福祉協議会と
しましても被災地に職員を
派遣し︑そこで得た体験や
知識を職場で共有するため
自主研修会を開き︑非常時
に備えた訓練を行うなど災
害時への備えを充実させた
ところです︒
急激な高齢化の進行をは
じめ生活困窮者の自立支援︑
孤立・孤独︑虐待︑災害時
要配慮者など地域福祉を取
り巻く課題は多岐にわたり︑
複雑化︑深刻化しています︒
流山市社会福祉協議会は︑
民生委員・児童委員︑行政
など関係機関・団体はもと
より自治会など地域の皆様
と手を携え︑地域福祉の充
実を目指して参る所存でご
ざいます︒
今年もご指導︑ご鞭撻を
賜りますよう何卒よろしく
お願い申し上げます︒

会長 鈴木孝夫

流山市社会福祉協議会

明けましておめでとうご
ざいます︒
皆様には穏やかな新年を
お迎えのこととお慶び申し
上げます︒
昨年は︑流山市民の皆様
の平均寿命が男女共に千葉
県内で一位であることが発
表されました︒そうした中︑
介護保険事業を運営してい
る流山市社会福祉協議会で
は︑流山市ケアセンターま
つりを初めて開催したのを
はじめ︑江戸川学園おおた
かの森専門学校での介護イ
ベントに参加するなどさま
ざまな機会を通じて介護に
対する関心を深めていただ
くよう活動を展開したとこ
ろです︒
今年も南部地域包括支援
センターをはじめ訪問介護
事業や居宅介護支援事業︑
デイサービス事業︑介護認
定調査業務などを通じ︑誰
もが自分らしく安心して暮
らせるまちづくりを目指し
て活動を展開して参ります︒
また︑昨年は︑記録的な
猛暑をはじめ大阪府北部地
震や平成 年７月豪雨︑北
海道胆振東部地震︑そして
台風や竜巻など大きな自然
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写真左上：開設10周年を迎えた就労継続支援Ｂ型事業所「流山こまぎ園」で買い物かごの洗浄作業に励む皆さん。写真右上：開館40周年を迎えた流山福祉会館で開催した歳末
たすけあい募金チャリティ落語を披露された流流亭山助さん。写真左下：7カ所のこども食堂が市内で活動し、歳末たすけあい募金やミニフードバンクなどもそれぞれの運営に
役立てられています。写真右下：流山おおたかの森防災フェアでは、HUG（避難所運営ゲーム）を参加者にご協力いただいて解りやすく紹介しました。

福祉のまちづくりも推進

小中学生の標語とポスターで

した流山市社会福祉協議会も
﹁優しさと笑顔でつながるぼ
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家族の絆をイメージした南部
中学校美術部員の合作による
絵画を中央に配し︑児童虐待
防止のメッセージが込められ
た﹁オレンジリボン﹂が印刷
地域ぐるみ福祉のまちづく
された中吊りポスターを作成︑
り推進ポスター・標語を募集
車内に掲示されました︒

くらの未来﹂︵江戸川台小６
年・山岸昊さん︶︑﹁助け合
い笑顔の花が咲いている﹂
︵東深井中２年・橋本来夢さ
ん︶の２標語とポスター︵東
深井小６年・田牧晃成さん︑
北部中２年・深谷穂乃香さ
ん︶の最優秀賞作品を同様に
車内に掲示しました︒
流鉄の協力を得て車両内に
﹁走るギャラリー﹂として中
吊りを始めたのは平成 年度
からで３回目です︒

「ながれやま福祉だより」
次号の発行は平成31年3月15日の予定です。

じめ毎年︑多くの方々が見学
にいらっしゃいます︒今後も
こうした催しを通して地域に
開かれた施設運営を目指して
いきます︒

日勤務︵シフト制︶︒勤務
時間は︑原則︑午後 時か
ら７時までの間で６時間
︵延長の場合もございま
す︶︒
︻臨時職員︼時給千円で︑
通勤手当︑有給休暇があり
ます︒また︑学校教諭・幼
稚園教諭・保育士・社会福
祉士等のうちいずれかの資
格をお持ちの方︑または︑
県が実施する放課後児童支
援員認定資格研修修了者は︑
時給千 円です︒勤務は︑
週３〜４日程度で１日４〜
５時間程度︵シフト制︶で
す︒また︑春休みや夏休み
のみの方も募集しています︒
流山市社会福祉協議会福
祉総務課福祉係
04 ７
４７３５
―１５９ ―

子どもの笑顔に囲まれて

学童で働こう！

デイサービスセンターを開放して行われた子どもたちのダンス

三千二百十作品の中から﹁守
ろうよ子どもの笑顔未来のた
めに﹂︵流山小５年・松本裕
翔さん︶と︑﹁あいさつと笑
顔でつながる家族の絆﹂︵南
部中２年・古坂泰誠さん︶の
２標語が最優秀賞に選ばれ︑

ちのダンス︑アートバルーン
どを行いました︒
づくり︑行灯づくり︑ゲーム︑
流山市ケアセンターは︑千
施設案内︑介護機器の展示な
葉県生涯大学校の皆さんをは

流山市社会福祉協議会で
は︑学童クラブで一緒に働
く皆さんを募集中です︒子
どもたちの笑顔や賑やかな
声に元気をもらえる仕事で
す︒午後の数時間を地域の
ために︑子どもたちのため
に働いてみませんか︒嘱託
職員や臨時職員などご事情
によってさまざまな働き方
がお選びいただけます︒
︻嘱託職員︼ 月額 万円か
らで︑資格手当︑期末手当
︵年間最大２・７カ月分︶︑
通勤手当︑有給休暇・福利
厚生制度︵職員健康診断・
インフルエンザ予防接種助
成等︶あり︑社会保険︵健
康保険︑厚生年金保険︶・
雇用保険加入・労災保険適
用です︒学校教諭・幼稚園
教諭・保育士・社会福祉士
等のうちいずれかの資格を
お持ちの方︑または︑県が
実施する放課後児童支援員
認定資格研修修了者︑教育
学部等で幼児教育等を専攻
した卒業者等が対象で︑月
曜日から土曜日のうち週５
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楽しみながら介護を身近に
月 日︵日︶︑﹁流山市
ケアセンターまつり﹂を開催
しました︒
流山市社会福祉協議会は︑
平成８年度から流山市ケアセ
ンターに事務所を置き︑デイ
サービスや訪問介護など︑さ
まざまな地域福祉活動を展開
していますが︑介護を身近に
感じていただきたいと初めて
開催したものです︒
より地域に親しんでいただ
くため︑ご家族でお楽しみい
ただけるよう琉球太鼓やよさ
こいソーラン踊り︑子どもた
固定装置などが備えられ︑お
身体の不自由なご利用者も安
全に送迎することができます︒

28

民生・児童委員が啓発

車種は︑トヨタハイエースウ
ェルキャブ車いす仕様車４Ｗ
Ｄ６速オートマ チ ッ ク 車 で す ︒
車いすのご利用者２名と歩行
可能なご利用者 名が同時に
乗車可能で︑ストレッチャー
も乗車可能な車 両 で す ︒
スライドドアに連動した電
動格納式大型ステップや車い
す収納装置︑手すり︑車いす

10

初のケアセンターまつり
流鉄の車内に掲示された２種類のポスター

掲示しました︒同協議会が︑
平成 年度から児童虐待防
止・予防につながる﹁家族の
絆﹂をテーマに夏休み期間中
に児童・生徒を対象に募集し
ているものです ︒
小中学校から寄せられた

中外製薬から車両を寄贈

流山市民生委員児童委員協
議会︵大野トシ子会長・百五
十六人︶は︑ 月の﹁児童虐
待防止推進月間﹂に合わせ流
鉄株式会社の協力を得て︑小
中学生の標語を中吊り広告の
ような形で流山線の車両内に
11

デイサービスのご利用者送迎用に
10

28

明るい職場です

児童虐待防止等を呼び掛け
流鉄で中吊りポスター
月４日︵木︶︑流山市ケ
アセンターで︑身体障害者及
びご高齢者のデイサービスセ
ンターで︑ご利用者を送迎す
るための車両の贈呈式が行わ
れました︒
中外製薬株式会社の在宅福
祉助成事業として︑流山市社
会福祉協議会に移送サービス
カーを寄贈くださったもので︑

8

皆 様 か ら の 会 費 や 共 同 募 金 が 福 祉 の ま ち づ く り を 支 え て い ま す ︒ご 協 力 を お 願 い し ま す ︒

寄贈いただいた送迎車両
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平成 31年1月15日（2）

ながれやま福祉だより
第 17 9 号

80

10,000 円

円

送迎車両の運転
士を募集

福祉の資格を活かしませんか。
福祉のお仕事をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。

護員養成研修２級︶課程以上
▽待遇＝有給休暇︑制服貸与︑
通勤手当︵当会規定により支
給︶
流山市社会福祉協議会在宅
サービス課在宅サービス係
04 ７
４７３５
―１５９ ―

高齢者デイサービスセンタ
ー及び身体障害者デイサービ
スセンターでは︑ご利用者の
送迎車の運転士︵臨時職員︶
を募集中です︒
▽主な仕事の内容＝デイサ
ービスのご利用者様のご自宅
とデイサービスセンター間の
送迎業務等▽勤務先＝流山市
ケアセンター１階・２階▽時
給＝９百円▽待遇＝有給休暇︑
通勤手当︵当会規定により支
給︶▽勤務日＝月〜土曜日
︵年末年始を除く︶シフト制
による週４日程度▽勤務時間
＝ 日3・5時間程度︵7時
分〜 時 分の間で1・5
時間程度︑ 時〜 時︶▽資
格＝普通自動車運転免許︵Ａ
Ｔ限定可︶
流山市社会福祉協議会在宅
サービス課在宅サービス係
04 ―
７１５９ ―
４７３５

しあわせは︑食卓のなかに
ある︒笑って︑泣いて︑ほっ
こり元気をもらう︑子育てエ
ンターテイメント・ドキュメ
ンタリー映画の上映と懇談会
を江戸川大学こどもコミュニ
ケーション研究所公開講座と
して開催します︒
▽日時＝２月９日︵土︶９
時 分〜 時 分▽会場＝生
涯学習センター流山エルズ▽
内容＝劇場版﹃いただきま
す﹄の上映及び懇談会▽入場
＝無料︵要申込︶
江戸川大学企画総務課
04 ―
７１５２ ―
９９０８

いた だ き ま す 上 映 会

社協後援事業

17

40

17

30,000 円
10,000 円

南部地域包括支援センター

円

流山市社会福祉協議会福祉
総務課総務係
７１５９ ４
04 ―
―７３５

円

46

正規職員を募集中です

級︶は身体介護時給千２百
円︑生活援助は時給千円︒事
務通信費 件４百 円︑通勤
手当 件百円︒土・日曜日︑
祝日は時間給割増︒有給休暇︑
制服貸与▽対象＝介護職員初
任者研修課程︵ヘルパー２
級︶以上
流山市社会福祉協議会在宅
サービス課訪問介護事業所
７１５９ ―
８７１１
04 ―

円

直行直帰の
ヘルパーを募集

中です︒１時間から働けます︒
未経験の方でも︑研修が充実
しているので安心してお仕事
できます︒
▽主な仕事の内容＝利用者
自宅内での介護業務▽勤務先
＝流山市内利用者宅︵直行直
帰︶▽待遇＝介護福祉士は身
体介護時時給千３百 円︑生
活援助は時給千百 円︒介護
職員初任者研修︵ヘルパー２

円

1

50

デイサービスの介護員を募集

45

円

介護認定調査員
を募集

17

1

期末手当最大２・７カ月︶︑
②臨時職員・時給千 円︵介
護福祉士有資格者は千百
円︶▽勤務日＝①週５日︑②
週３日程度︵日曜日︑年末年
始を除く︶▽勤務時間＝①８
時〜 時 分︑②９時〜 時
︵休憩１時間含む︶▽資格＝
介護職員初任者研修︵訪問介

円

ご利用者もスタッフも健康に！

社会福祉協議会では介護認
定調査員︵臨時職員︶募集中
です︒
▽主な仕事の内容＝要介護
認定の申請をされた方のご自
宅・施設などを訪問して︑身
体等の状況を調査し︑調査票
を作成します▽勤務先＝流山
市ケアセンター２階▽時給＝
千４百 円▽勤務日＝シフト
により週３日程度︵土・日曜
日・祝日︑年末年始を除く︶
▽勤務時間＝９時〜 時︵休
憩１時間含む︶▽資格＝介護
支援専門員︑都道府県が実施
する認定調査員新規研修修了
者︑普通自動車運転免許証を
有する方▽待遇＝有給休暇︑
通勤手当︵支給要件に応じて
支給︶
流山市社会福祉協議会在宅
サービス課在宅サービス係
04 ７
4735
―１５９ ―

50

1

16

円

15 10

30

円

10

11

円

(30/8/16〜30/12/15)

敬称略

円

40

30

円

1,000 円
丸木 清治
5,000 円
岡村 敏彦
5,000 円
山梨 美代子
10,000 円
小山 絹子
5,000 円
吉田 康彦
10,000 円
大野 トシ子
10,000 円
寺谷 直恭
1,000 円
小林 美佐子
3,000 円
匿名
10,000 円
塩谷 節子
10,000 円
長友 達夫
八木中学校区民生委員児童委員協議会
西初石中学校区民生委員児童委員協議会
北部中学校区民生委員児童委員協議会
南流山中学校区民生委員児童委員協議会
東部中学校区民生委員児童委員協議会
円

賛助会員（1口1,000円）
円

有限会社流山防災
株式会社流山石油
有限会社シオザワ
学校法人岡本学園
東京ベイ信用金庫流山支店
株式会社荘栄建設
広文堂金庫事務機株式会社.
有限会社富塚
株式会社木谷工業
八幡地所株式会社
流山建設業協同組合
奥羽建設有限会社
株式会社オーチュー船橋支店
有限会社戸部商事
京和ガス株式会社
日科ミクロン株式会社
福祉のニッカ流山営業所
栄光産業株式会社
有限会社ユニテック

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

円

10

60

10

敬称略

15

ご高齢者と身障者のセンターで

流山市社会福祉協議会の活動を支えています会費には、各自治会の協力員の皆様を
通じてお寄せいただく普通会費の他、法人・賛助会員の皆様からの会費があります。
この法人会員や賛助会員は、当会の活動にご賛同をいただいた法人（企業や商店等）
や個人の皆様からお寄せいただくものです。より多くの皆様のご賛同をお待ちしてい
ます。 流山市社会福祉協議会福祉総務課総務係 04−7159−4735

高齢者デイサービスセンタ
ー及び身体障害者デイサービ
スセンターの介護員を募集中
です︒
▽主な仕事の内容＝介護業
務等▽勤務先＝流山市ケアセ
ンター１階・２階▽給与＝①
嘱託職員・月額 万千円︵職
務手当・資格手当含む︒他に

法人会員・賛助会員の募集ご協力ありがとうございます

17

10,000 円
10,000 円
10,000 円

とうかつ中央農業協同組合流山支店
株式会社京葉銀行流山支店
株式会社トラストワーク
(30/8/16〜30/12/15)

法人会員（1口10,000円）

研修も充実していて安心です

12月10日
（月）
、
とうかつ中央農業協同組合の秋元篤
司会長と秋谷暢彦常務理事が流山市社会福祉協議
会を訪れ、11月25日
（日）
に流山市総合運動公園で開
催された流山農業まつりの収益金５万円をご寄付くだ
さいました＝写真。
ありがとうございました。有効に活用
させていただきます。

71

95

17

流山市社会福祉協議会では︑
訪問介護員︵登録ヘルパー︶
を募集中です︒お子さんがま
だ小さいヘルパーさんも活躍

JAが農業まつりの収益金を寄付

46

18

流山市ケアセンター２階▽募
集対象及び給与＝保健師︵
万３千５百 円〜︶︑看護師
准
︵ 万３千５百 円〜︶ ※
看護師は不可︑地域ケア︑地
域保健等に関する経験があれ
ばなお可︑主任介護支援専門
員︵ 万１千５百 円〜︑資
格手当・職務手当含︶のいず
れかの資格及び普通自動車運
転免許を持つ方▽待遇＝期末
勤勉手当最大３・ カ月︑有
給休暇最大 日︑通勤手当
︵当会規定により支給︶及び
職歴加算あり▽勤務日＝シフ
ト制により週５日▽勤務時間
＝８時 分から 時 分︵休
憩１時間含む︶▽応募方法＝
履歴書︵市販・写真貼付︶︑
卒業と資格を証明するものを
直接または郵送で社会福祉協
議会へ

とうかつ中央農業協同組合
千葉土建柏流山支部
磯村 道子
凹まない企画事務所
老人クラブ天寿会
本門佛立宗 妙晃寺
流山市仏教青年会
北 孝子
匿名
秋元 篤司
匿名

20

10 ㎏
9点
6袋
22 点
30 点
6点
74 点
50 枚
17 枚
5点
17 点
1台
1枚
50 箱
14 点
138 枚
お米
タオルほか
雑巾
食料品
紙おむつほか
紙おむつ
ジャンパーほか
雑巾
雑巾
雑巾ほか
紙おむつほか
車椅子
布団
キウイフルーツ
食料品ほか
雑巾
小山 忠士
匿名
流山北小地区ボランティアグループ
匿名
匿名
匿名
四季野自治会
前ヶ崎みやびの会
匿名
千葉県たばこ商業協同組合かしわ支部
匿名
匿名
匿名
水代果樹園
松本 幹雄
向小金小学校 PTA

スタッフによる認知症サポーター養成講座
50,000 円
50,000 円
10,000 円
45,000 円
1,634 円
15,000 円
24,030 円
5,000 円
3,000 円
2,000 円
20,500 円

30

（30/8/16〜30/12/15）
敬称略

南部地域包括支援センター
では正規職員を募集中です︒
▽主な仕事の内容＝地域の
高齢者等の心身の健康維持︑
生活の安定︑保健・福祉・医
療の向上と増進のため必要な
援助︑支援を包括的に担う地
域の中核機関です▽勤務先＝

皆様のあたたかい善意に
心から感謝いたします

16

22

寄付物品

（30/8/16〜30/12/15）
敬称略

寄付金
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てきたときに︑どのようなこ
とが起こるのか︑どう対応す
ればよいのかを考えるゲーム
で︑流山市ボランティアセン
ターで今年度から貸し出しも
行っています︒
当日は︑緊急車両体験や非
常食の試食︑あかちゃん避難
訓練などが行われ︑避難所を
実況中継する当日限りのミニ
ミニ放送局も開設されました︒

落語とのこぎり
演奏チャリティ

月 日︵土︶︑流山福祉
会館で﹁歳末たすけあい募金
チャリティイベント﹂が開催
されました︒
福祉施設などでボランティ
アとして活躍されている落語
家や音楽家の皆さんをお招き
してひと足早いクリスマスパ
ーティをと企画されたもので
す︒
ご来場されたご近所の皆さ
んは︑流流亭山助さんの落語
12

15

に次の５年︑ 年に向って頑
張っていきたい﹂と語ってく
ださいました︒
四半世紀の活動を続けている人形劇レインボーの皆さん

ポプリ会

370

77

750

224

※東部公民館

479

2

1,806

0

※初石公民館

483

257

1,811

547

915

186

374

58

255

0

581

23

639

93

5,416

389

1,657

0

35,640

2,590

0

65

104

2,365

0

5,778

55

120

0

北條 ヨシ子

549

0

白梅会

780

119

3,665

0

流山市役所

427

※向小金
福祉会館
※南流山
福祉会館
※平和台
福祉会館
※名都借
福祉会館
※野々下
福祉会館
※コミュニティ
プラザ
※南流山
センター

古切手・ベルマーク収集状況報告

敬称略（30.8.16〜30.12.15集計分）
（単位：枚）

合計

ベルマーク

切手

ベルマーク

にお腹を抱えて笑い︑ミュー
ジカルソー﹁ハロウィン﹂の
皆 さ ん に よ る ﹁ の こ ぎ り 演 ど う ぶつとの絆 と
犬への読 み 聞 かせ
奏﹂に聴き入り︑ゆったりと
読書補助犬をご存知ですか︒
したひとときを堪能していま
おおたかの森こども図書館等
した︒
ボランティアセンターには︑ では講演会を開催します︒
▽日時＝２月２日︵土︶ 時
こうした福祉イベントに出演
〜 時▽会場＝おおたかの森
されるボランティアの皆さん
センター▽内容＝千葉県動物
が登録され︑福祉施設などと
愛護センター東葛飾支所長・
のコーディネートも行ってい
篠田英雄さん﹁どうぶつとの
ます︒
絆・愛 護 セ ン タ ー の 役 割﹂
︑
公益財団法人日本動物病院協
会相談役︑獣医師・柴内裕子
さん﹁CAPPボランティア
活動・﹃Readプログラム﹄
に つ い て﹂
▽入 場＝無 料︵要
申込︶
おおたかの森センター
04 ―
７１５９ ―
７０３１

社協後援事業

ちばぎん
Ｖネットクラブ

議会も３年前から参加させて
いただいています︒
災害時︑必要があれば避難
所に行くことになりますが︑
そこではどんなことが起こる
のか︑何を備え︑何をすべき
か一緒に考えてみようと避難
所運営ゲーム︵HUG︶の体
験も行われました︒
この避難所運営ゲームは︑
もしも︑近くの自治会館や集
会所に近くの方々が避難され

11

貞子

周年

29

10

切手

考えていこうと地域の学校や
自治会︑社会福祉法人︑
NPO︑市︑企業など多くの
機関や団体が準備を重ねてき
たもので︑流山市社会福祉協

13

中鉢

こまぎ園が

護者の皆さんなどが参加され
ました︒イオンディライト株
式会社から利用者の皆さんに
作業用のエプロンが贈られ︑
実際の洗浄作業や和太鼓の演
奏なども披露しました︒
めの支援を実施しています︒
具体的には︑イオンディラ
イト株式会社から受注した買
い物かごの洗浄作業を続けて
います︒平成 年度の工賃の
実績は︑県内の就労継続支援
Ｂ型事業所305か所のうち︑
位でした︒
当日は︑井崎流山市長や地
元の八木北地区社協会長︑保

ハンディのある方々へ就労支援

10

の舞台の楽しさを伝え続けて
います︒
平成 年度には︑保育所や
幼稚園︑デイサービス︑公民
館などで年間 公演を行い︑
八百五十七人の皆さんに夢を
与えてくださっています︒人
形づくりをはじめ︑衣装︑小
道具︑大道具︑脚本などもす
べて手づくりで温もりのある
舞台に定評があります︒
入野代表は︑﹁これを機会
29

ご協力
ありがとう
！
ございます！

楽しみながら防災を考える
ア2018﹂が開催されまし
た︒
防災について楽しみながら

19

10

456

13

15

20

子どもたちに夢を与え

月 日︵水︶︑千葉県庁
で千葉県社会奉仕賞の表彰式
が行われ︑流山市の人形劇レ
インボーの皆さんが表彰の栄
に輝きました︒
人形劇レインボー︵入野壽
子代表・ 人︶の皆さんは︑
地域のお母さんたちによって
平成６年６月に結成され︑駒
木台福祉会館を拠点に活動を
展開し︑人形劇 公 演 を 通 し て ︑
子どもたちにお話の魅力や生
12

人形劇レインボーに県社会奉仕賞

E-mail volcen@nagareyamashakyo.com

6,355

珍しいのこぎりの演奏にうっとり

10

月 日︵土︶︑就労継続
支援Ｂ型事業所﹃流山こまぎ
園﹄の開設 周年記念大会が
行われました︒
平成 年度にオープンした
就労継続支援Ｂ型﹁流山こま
ぎ園﹂は︑障害のある方の働
く場として︑生産活動の機会
を提供するとともに︑就労に
必要な知識及び能力向上のた

手づくりの10周年記念大会を開催したこまぎ園の皆さん

学校や自治会など多 くの団体が参加

FAX 04-7159-4736

ヨークマート株式会社
江戸川台店
株式会社
市村工業
広文堂金庫
事務機株式会社
特別養護老人ホーム
月の船
西深井地域生活支援
センターすみれ
向小金
小学校ＰＴＡ
流山商工会議所
女性会

15

12

月８日︵土︶︑流山おお
たかの森駅南口広場を中心に
﹁流山おおたかの森防災フェ

TEL 04-7159-4939

掲載記事へのお問い合わせの際は、電話番号の押し間違えのないようにお願いします。
本紙掲載の募集記事などにかかる応募者の個人データについては、当該目的以外では使用しません。

古紙70％再生紙、植物油インキ使用

駅前広場で避難所運営ゲームを体験

12

避難所の運営を模擬体験

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
流山市ボランティアセンター（社会福祉協議会内）
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※印は、ボランタリーポット
（古切手等回収容器）設置場所です。なお、お寄せいただいた切手類はボランティアの
皆さんによる整理・集計後に掲載しております。

