
〒518-0718  名張市丸之内79
（総合福祉センターふれあい内）

社会福祉法人
名張市社会福祉協議会

63‐1111 　64‐3349
http://www.nabarishakyo.jp/

「ほほえみ」の発行には
赤い羽根共同募金の配分
金の一部を活用しています。
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このマークの付いた事業には、共同募金配分金が使われています。

2011 年（平成 23年）2月 6日日　2

♥
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ふれあい駐車場工事のお知らせふれあい駐車場工事のお知らせ
　2月末まで、下水道工事のため駐車場の半
面が使えませんので、ご理解とご協力をお
願いします。

2

老人福祉センター「ふれあい」
施設利用料金 200円　 63‐7397

※各種申し込み・問い合わせは老人福祉センター
　「ふれあい」事務所まで。

日時　2月19日土 午前10時～午後3時
アロエの湯をお楽しみください。

♨替わり風呂の日♨

場所　総合福祉センター  ふれあい
◆みんなでいっしょに唄いませんか･･･
　2月23日水  午前10時30分～11時30分
◆おもちゃ図書館
　月・火・木・金曜日 午前9時～午後4時30分
「ママナースの日」 
　2月17日木　午前10時～正午
「おり紙であそぼう」 
　2月21日月　午前10時～11時30分

◆インフォメーション◆

月の行事案内
●映画会
　日時　2月14日月～19日土 午後1時～3時

ボランティアボランティア相談相談ＤａＤａｙｙ
ボランティアアドバイザーによる

63‐1111　 64‐3349　 volunteer@nabarishakyo.jp名張市ボランティアセンター名張市ボランティアセンター

気軽にお話できる場ですので、皆さんご活用ください。

●日時　2月15日火、3月4日金
         　午後1時30分～4時
　場所　市民活動支援センター（N

な ば り え

avarie2階）

●日時　2月16日水  午後1時30分～3時30分
　場所　サロンきずな（すずらん台市民センター横）
●日時　2月18日金　午後1時30分～4時
　場所　総合福祉センターふれあい
　　　　2階ボランティアルーム

名張市善意銀行
あたたかい善意ありがとうございました
　皆さんからお寄せいただいたご寄付は大
切に積み立て、福祉事業のため有効に活用
させていただきます。
平成22年12月にご寄付いただいたかた
■現金口座■
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わ

       様
                匿名  
                名張ユネスコ協会    様

 名張地区明るい社会づくりの会 様
                緑のふれあい          様

日本キリスト教団名張教会教会がっこう 様
                松阪友の会 名張方面様
                匿名

「ちょっと覗いてみませんか」は、今月はお休みします。

■物品口座■
１台▼車いす ホットポイズン       様

　ふれあいホールで毎月行っている「み
んなでいっしょに唄いませんか」を、皆
さんの地域に出張して実施します。
　2回目は、百合が丘地域での開催で
す。この機会に、ぜひご参加ください。
日時　２月17日木午後1時30分～2時30分
場所　百合が丘市民センター　
　　　多目的ホール
対象　市内在住の65歳以上の人
参加費　無料
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　温かみのある布おもちゃを作ってみませんか。ふわふわの手　温かみのある布おもちゃを作ってみませんか。ふわふわの手
触りは心地よく、癒されること触りは心地よく、癒されること間違い間違いなしです。裁縫が苦手ななしです。裁縫が苦手な
人でも人でも大丈夫！大丈夫！ボランティアがサポートします。ボランティアがサポートします。
　大切な　大切な思い思いを形にして子どもたちに伝えてみませんか。を形にして子どもたちに伝えてみませんか。
日時日時　　3月5日3月5日土土　午前10時～正午　午前10時～正午
場所場所　総合福祉センターふれあい 2階 展示ホール　総合福祉センターふれあい 2階 展示ホール
対象対象　市内在住の乳幼児の保護者　市内在住の乳幼児の保護者
講師講師　ボランティアグループ「赤いリボン」　ボランティアグループ「赤いリボン」
定員定員　15　15人人 ※先着順 ※先着順　　　　参加費参加費　　500円　　500円
持ち物持ち物　裁縫セット（はさみ、縫い針、まち針など）　裁縫セット（はさみ、縫い針、まち針など）
申込期間申込期間　2月7日　2月7日月月～18日～18日金金  （土・日曜日、祝日を除く）（土・日曜日、祝日を除く）
申込方法申込方法　　名張市社会福祉協議会に備え付けの申込用紙に必要名張市社会福祉協議会に備え付けの申込用紙に必要
事項を記入し、参加費を添えて同窓口へお申し込みください。事項を記入し、参加費を添えて同窓口へお申し込みください。

　ボランティア連絡協議会加入団体による活動発表
会を開催します。また、伊賀シンフォニックアカデ
ミー吹奏楽団による演奏会もありますので、ぜひお
越しください。
日時　2月27日日　午後1時～3時
場所　総合福祉センターふれあい　ふれあいホール
入場料　無料
申込　整理券を配布しますので、２月18日金までに
名張市社会福祉協議会窓口へお越しください。

　（土・日曜日、祝日を除く）土・日曜日、祝日を除く）※先着順

「みんなでいっしょに唄いませんか」
地域開催のお知らせ コンサート＆活動発表会開催のお知らせ

第3回世代間交流事業

☆ おもちゃ図書館のイベントへ遊びに来てね ☆

名張市ボランティア連絡協議会

参加者募集

～むかしなつかしいおばあちゃんのぼたもち作り～
　お店で買うことが多くなった“ぼたもち”ですが、昔ながらの作り　お店で買うことが多くなった“ぼたもち”ですが、昔ながらの作り
方や意味を教わりながら方や意味を教わりながら、、季節の風情を感じ季節の風情を感じられるられる甘くて甘くておいおいしい“おしい“お
ばあちゃんのぼたもち”作りに参加してみませんか。ばあちゃんのぼたもち”作りに参加してみませんか。

『布おもちゃづくり教室』参加者募集
～作ってみよう！ふわふわ赤ちゃん人形～

　タイガーマスク運動が全国に広がってい
ます。名張市善意銀行でも皆さんの「世の中
の役に立ちたい、困っている人の支援をした
い」という善意を形にするお手伝いをしてい
ます。地域福祉活動や特定施設への指定寄付、
また匿名でもご寄付いただけます。
※社会福祉協議会窓口、郵便振替口座どちら
でも受け付けています。
〈郵便振替口座〉
口座番号　00860‐6‐119999
口座名称　社会福祉法人 名張市社会福祉協議会
（通信欄に『善意銀行』と、明記してください。）

日時日時　3月 13日　3月 13日日日　　午前 10時～正午午前 10時～正午
場所場所　武道交流館いきいき　武道交流館いきいき（蔵持町里）　（蔵持町里）　対象対象　市内在住の人　市内在住の人
定員定員　　40人40人　　※先着順。中学生以下は保護者と参加※先着順。中学生以下は保護者と参加
参加費参加費　一人 200 円（当日徴収・3歳未満無料）　一人 200 円（当日徴収・3歳未満無料）
持ち物持ち物　エプロン、手拭き用タオル、お茶　エプロン、手拭き用タオル、お茶
主催主催　世代間交流事業実行委員会　世代間交流事業実行委員会　　協力協力　名張市社会福祉協議会　名張市社会福祉協議会
申込申込　整理券を配布しますので、２月 18 日　整理券を配布しますので、２月 18 日金金までに世代間交流事業までに世代間交流事業
実行委員会事務局（名張市社会福祉協議会内実行委員会事務局（名張市社会福祉協議会内 63‐1111）へお申63‐1111）へお申
し込みください。（土・日曜日、祝日を除く）し込みください。（土・日曜日、祝日を除く）

お手伝いします!
善意の橋渡し善意の橋渡し

　名張市おもちゃ図書館では、“平日になかなか利用できな
い”という子どもたちにも利用していただけるように『おもち
ゃばこ』として、3月5日土 午前9時から正午まで「布おもち
ゃづくり教室」にあわせて開催します。
　家族のふれあいの場としてぜひご利用ください。
対象　市内在住の障害のある小学生以下の子ども、就学前の幼児 
　      ※保護者同伴

『おもちゃばこ』も開催します！
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