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この広報誌は、赤い羽根共同募金の配分により発行しています。

７月２７日（木）と２８日（金）の２日間、
高齢者と小学生のふれあい交流事業
「ふるさと少年教室」が開催されました。

ふるさと少年教室

三川ふれあい福祉まつり

1510/ 10:00

▲

14:40
会場：三川町公民館
       三川町社会福祉センター日

◆お茶等、健康食品販売、健康に関する品物の販売（三川町母子寡婦福祉会）
◆弁慶めし、芋煮汁（かつらぎ会）　　　◆こんにゃく販売（いろり火倶楽部）
◆パン、お菓子、手づくり作品販売（NPO法人はんどめいど糸蔵楽）
◆バザー　◆コーヒー・お茶のセルフサービス（あゆみの会・さわやか会）
◆各種果物、漬物、餅販売等（産直みかわ事業協同組合）
◆食品販売  他（JAふれあいハッピーの会三川支部）

◆式典【10:00～】
・本会功労者表彰
◆福祉・ボランティア団体発表会
・トーンチャイム演奏
・踊り・寸劇　・歌　等

◆全体合唱【11:15 ～】

【主催】三川ふれあい福祉まつり実行委員会・社会福祉法人　三川町社会福祉協議会
【後援】三川町／三川町教育委員会／三川町公民館／三川町町内会長連絡協議会／三川町民生児童委員協議会／
　　　　庄内たがわ農業協同組合三川支所
【協力団体等】　三川町老人クラブ連合会／三川町身体障害者福祉協会／三川町母子寡婦福祉会（すみれ会）／
　三川町手をつなぐ育成会／三川町ボランティア連絡協議会（ふれあい弁当調理ボランティア・ふれあい弁当配達
　ボランティア・あゆみの会・さわやか会・日赤奉仕団つくしの会・いろり火倶楽部・JA庄内たがわ助け合い組織
　ふれあいハッピーの会三川支部・おでかけ会・元気会）／NPO法人はんどめいど糸蔵楽／産直みかわ事業協同組合
　／かつらぎ会／庄内ヤクルト販売㈱／MIRAKU（身楽）／一般社団法人三川町シルバー人材センター
　／医療生活協同組合やまがた三川支部／鶴岡市消防署三川分署

※高齢者作品展も同時開催しております。10月13日金～16日月

笑顔広がる 福祉のまち ～福祉まつりに参加してみませんか!～

◆公式ワナゲ・スカットボール（老人クラブ連合会）
◆ボッチャ（三川町身体障害者福祉協会）
◆献血・防災クイズ、
　新聞紙スリッパ・コップの作成実演
　　（日赤奉仕団つくしの会）
◆心肺蘇生法コーナー（消防三川分署）
◆小物作り（シルバー人材センター）
◆おたっしゃ健診測定ブース（医療生協三川支部）
◆骨年齢測定（三川町）
◆試食　三色プチ大福 他
　　（ふれあい弁当調理ボランティア）

ステージ
10:00～11:30　三川町公民館

福祉体験コーナー
12:30～14:00 三川町公民館

三川町社会福祉センター

販売・展示コーナー
10:00～ 三川町公民館

三川町社会福祉センター

【10:30～】

町内で活躍している
多くの方々の出演です！
お楽しみください！！

スタンプラリーや
抽選会もあります！！

商品がなくなり次第終了

テーマ



あなたのまちの
幸せのために

赤い羽根
共同募金

10月1日 ～12月31日
今年も赤い羽根共同募金運動がはじまりました。

　地域のさまざまな福祉活動やボランティア活動を支えるために、皆様からの
募金協力（１世帯あたり1,300円）をよろしくお願い申し上げます。
　なお、納入通知書による納入方法をとらせていただきますが、口座振替での
募金をお願いする世帯からは、三川町社会福祉協議会会費と同じ指定口座から
振り替えさせていただきますので、ご了承下さるようお願いいたします。
（納入受付窓口：庄内たがわ農協・荘内銀行・社会福祉協議会窓口・役場会計課）

平成29年度  三川町の目標額は 2,563,000円 です

平成28年度  赤い羽根共同募金三川町への配分金 1,581,110円

抽選で正解者10名の方に記念品を差し上げます。ハガキに答え・住所・氏
名・電話番号をご記入のうえ、「〒997-1301　三川町横山字西田85-2
三川町社会福祉センター宛」にお送り下さい。

10月20日     
必着

金

みなさまから寄せられた寄付金はこのように三川町の福祉活動事業に役立てられます。
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◆老人福祉活動 ……………………………  26％
●高齢者生きがい支援事業費　●筋力トレーニング費
●サロン実施町内会施設整備補助事業　●おでかけ会

◆児童・青少年福祉活動費 ……………… 13％
●ふるさと少年教室　　●町内会遊具安全点検経費補助事業

◆福祉育成援助活動費 ……………………  44％
●広報発行等　●小地域ネットワーク推進事業
●緊急連絡カード作成費　●ホームページ作成

◆ボランティア活動育成事業費 …………  13％
●ふれあい福祉まつり　　●ボランティア育成事業

◆母子父子福祉活動費 ……………………… 2％
●社会参加交流事業等

◆障がい児・者福祉活動費 ………………… 2％
●スポーツ大会　　●社会参加交流会等

　１日目は、木ごまと紙皿ＵＦＯを
作って遊びました。色とりどりに絵
付けをした自慢のコマを、おじいち
ゃん先生の指導のもと紐をまきつけ
回します。上手く回すにはコツがあ
り、なかなか回せない人もいました
が、皆とても楽しそうでした。昼食
は調理ボランティアの皆さんが準備
してくれたお楽しみそうめんを頂き
ました。

　多くの町民の方々よりいただいたプルタブを、ボランティア基金
として集めています。この度、町民を対象にした短期貸出し用の車
イスを、新しく１台購入し、３台の車イスを洗浄＆修理することが
できました。
　今後もご協力よろしくお願いします。

プルタブにご協力ありがとうございます！

　２日目は、被災地生活支援グループ
「チームはちまき」さんに講師に来てい
ただき、防災についの勉強です。
家にあるもので簡単にできる防災グッズ
の作り方や、災害の時どうすればいいの
かを楽しいゲームで学びました。また、
災害時の調理法として、ビニール袋を使
ってご飯を炊く方法を教えてもらい、調
理ボランティアさんが作ってくれた美味
しいカレーをかけて食べました。

1日目

2日目
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