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ボランティアフェ
スタなかがわ2022 開催！ボランティアフェ
スタなかがわ2022 開催！

市民のみなさんにボランティアフェスタでの出会いや楽しい体験を通して、
ボランティア活動を知っていただくとともに、

活動者同士のつながりを広げていくことを目的として開催しています。

市内で活動するNPO・ボランティア団体や福祉団体が中心となって実行委員会を結成し、
みんなで意見を出し合いながら自分たちで作り上げているイベントです。

新型コロナウイルス感染症の影響で２年間中止となっていましたが、
今回は「できることから始めよう」と規模を縮小して開催することになりました！

「ボランティアフェスタなかがわ」とは

11月6日（日）10：00～13：00日 時

那珂川市福祉センター2階・3階
（那珂川市西隈1-1-2）

場 所

〒811-1242 那珂川市西隈1-1-2住 所

n-shakyo@dream.ocn.ne.jp（件名に「にこにこだより」と入力してください）メール
那珂川市社会福祉協議会「にこにこだより」係宛 名

内 容 NPO・ボランティア活動の体験・紹介、
福祉施設の手作り品の販売など

主 催 ボランティアフェスタなかがわ2022
実行委員会

後 援 那珂川市／那珂川市教育委員会
那珂川市社会福祉協議会

今回は
飲食の販売は
ありません

申込み・問い合わせ
那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

成年後見制度成年後見制度
啓発事業啓発事業

住所・氏名・ニックネームを記入の上、社会福祉協議会「にこにこだより」係までお寄せください。
メール、はがき、封書または来所でも受付けします。 ※氏名は掲載しません。

かわせみバスから降りる前にバスカードと100円玉を手に準備していた
ときに、100円玉が落ちてしまい、探している間に今度はバスカードも
落としてしまいました。カードはとうとう見つからず、バスを降りました。
後日、市役所で再発行してもらおうと名前を書いていたら、係の方が
失くしたはずのカードを出してきてくれました。
郵便でカードを届けてくれた方がいたそうで、手元に戻ってきました！
どなたかわからないけど、お礼を言いたいです！

（仲区・引越しサザエ）

送り先 POST

みなさんの「心がホッと温かくなった話」や「うれしかったこと」などを
募集し、社協だよりでご紹介していきます。

にこにこ
だより

vol.1

那珂川市社会福祉協議会では、介護保険事業所の運営をしております。
事業所の職員として、働きたい方（常勤職員、パートタイム職員）を募集
しています！！

介護福祉士の資格を有している方で、高齢者等の介護に興味・関心の
ある方は、まずはお問合せください。

社協だよりにあなたの事業所・団体等の広告を載せてみませんか？
掲載の時期やご相談等は社会福祉協議会事務局までご連絡ください。

那珂川市社会福祉協議会 事務局
　  092-952-4565TEL

●訪問介護事業所・居宅介護事業所（ホームヘルパーの事業所です）
●通所介護事業所（デイサービスの事業所です）

〈求人〉 〈広告〉

介護保険事業所で働きませんか？ 居宅介護支援事業所
社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会指定

地域福祉を考えるつどい地域福祉を考えるつどい第１８回

あなたを守る消防・防災支援
講演会

手話通訳
あり

申込申込

必要必要
参加費参加費

無料無料

９月２４日（土） １３：３０～１５：３０日 時

ミリカローデン那珂川多目的ホール場 所

講 師 一般社団法人日本消防・防災支援機構
代表理事 因幡　敏幸 氏

いな  ば　　 としゆき

「はじめての終活講座」
延期のお知らせ

7月5日（火）13：30～15：30に開催予定でしたが、
台風の接近に伴い中止となりました。
9月15日（木）13：30～15：30に延期して開催いた
します。

申込み・問い合わせ
那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては
　中止する場合もあります。

※体験コーナーは時間ごとに人数制限をして実施

今年もいろいろな
体験をして
みませんか？

要介護認定をお持ちの方に、ケアマ
ネージャーが介護サービス利用時の
計画を作成します。
詳しくはお電話
ください。

092-951-1440TEL

だれもが安心して住み続けられる、
ぬくもりのある福祉の地域づくり
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2022 開催のご案内

P1
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成年後見制度啓発事業のご案内P８
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居宅介護支援事業所のご案内P８

社協だよりは一部赤い羽根共同募金の配分金を受けて発行しています。（赤い羽根は共同募金運動・配分事業のシンボルマークです。）

発 

行 〒811-1242 福岡県那珂川市西隈１丁目１-２ 那珂川市福祉センター
　　（092）952-4565　　　（092）952-7321
　　chiiki@nakagawa-shakyo.jp
TEL
Mail

FAX

社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会 社協が取り組む事業・活動についての詳細はホームページでもご紹介しています。

http://www.nakagawa-shakyo.jp
ホームページアドレス

なかがわ社協 検索
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これからの地域の支え合い活動に協力いただける民間企業・社会福祉法人・ボランティア団体
やNPO法人など、多様な機関や団体の情報を整理した冊子を作成しております。
「通いの場」「生活支援」の内容を中心に事前にアンケートを行い、「地域支え合い活動協力団体等」へ登録を
いただいております。
登録いただいた団体等につきましては、生活支援体制整備事業における情報提供、生活支援コーディネーターに
おける活動相談を行います。ご興味・関心のある方々は、下記までお問合せお待ちしております。

那珂川市社会福祉協議会（地域福祉係）　  092-952-4565（生活支援コーディネーター 神田・亀井）TEL

市内では暑さに負けず、サロン・子育てサロンが開催されています。
今回は職員が見学・参加したサロンでどんな活動がされていたのか、その一部をご紹介します。

地域
支え合い活動
協力団体等
募集

令和４年度 企業向けネットワーク開催しました

生活支援体制整備事業生活支援体制整備事業
住み慣れた地域で生きがいを持った暮らし「互いに 支え合い 助け合い」住み慣れた地域で生きがいを持った暮らし「互いに 支え合い 助け合い」

　いくつになっても住み慣れた地域で、生き生きと笑顔で暮らし続けるために、那珂川市は
住民主体の支え合い活動を広げています。今後、さらに支え合い活動を進めていくためには
住民の方だけでなく、民間企業・社会福祉法人・ボランティア団体やNPO法人、行政機関やシニ
アクラブなどの高齢者の集まりなど、多様な機関や団体の皆さんの協力が必要になります。
　那珂川市は、市内を活動拠点とするそれらの関係機関や団体を対象に、これからの地域
づくりに向けて情報交換を行う場「企業向けネットワーク」を令和２年度より設置
し、多様化する課題解決へ向けて話し合いを行っています。令和４年度第１回目は、6月10日（金）18時30分～福祉
センター3階にて開催しました。民間企業をはじめ介護事業所ほか、35名（うちオンライン希望者4名）の方々に
参加いただきました。

サロン・子育てサロン写真館サロン・子育てサロン写真館

　訪問リハビリ等を展開しているSMILE
CARE。理学療法士のノウハウを活かし
た健康教室の出前講座について、当日
の動画を観ながら講師派遣活動への展
開について発表。

事
例
発
表

情
報
交
換

「講師派遣活動について」

SMILECARE代表 屋山  大輝 氏

　鍼灸師の資格を活かして、安徳A地
区協議体活動の運営に関わった居場所
づくりの内容について説明いただき、今
後の住民との協働活動における意気込
みについて発表。

「公園遊具を活用した
居場所づくりについて」
笑顔治療院 院長 坂本  晃一 氏

　主に障がい分野の相談を行っている
実績紹介、協議体活動のサポートにつな
がった内容を含め、今後の障がい者の社
会参加の必要性について発表。

「協議体の活動サポートと
障がい者の社会参加について」
株式会社輝月 代表 川口  大輔 氏

株式会社ネクステップ
生活支援をサポート
「MUSUBI」

第２層協議体（南畑地区）
移動販売

「買い物支援協力者募集」

大王製紙株式会社
「おむつ等の健康相談・

出前講座」

　事例発表後、発表者を中心に情報交換を行
いました。
　初めて参加したが方が多く、お互いの活動や
今後取り組みたいことなどを中心に、活発な
情報交換の時間になりました。
　会場全体がにぎやかな雰囲気に包まれ、お話
が盛り上がり、終了後は、お互いの強みを活か
した「コラボ」の支え合い活動を展開したい！
と多数のご意見をいただきました。

　最後のプログラムでは、すでに取り
組んでいることや今後協力してほしい
ことなどをPRする時間を設けました。
多くの参加者の方々が手元に配られた
チラシを見ながら、関心が高まってい
ました。

P
R
タ
イ
ム

申込み 那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

地域支え合い活動協力団体の活動紹介
～冠ヶ丘団地での移動販売にて～

株式会社UTUWAメンバーの皆さんより ちくし那珂川病院地域連携室より はぴねす小規模多機能型居宅介護より

▲災害の際の避難経路について学びました。 ▲地域の見守り活動を行いました。 ▲子育てサロンの活動に参加しました。

下片縄区にこにこふれあいサロン くすの季サロン（下片縄西区） 下片縄区子育てサロン「キラキラ」

▲皆さんと体操をしました。 ▲その地区の建造物や歴史について学びました。

南面里区サロン 王塚台コミュニティカフェ

チラシを
ポスティング

移動販売
サポート

施設で
栽培した朝採り
野菜を提供
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地地域域包包括括支支援援セセンンタターー那珂川市

高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らせる地域社会を目指して

第1地域包括支援センター
092-408-9886（西隈1-1-1市役所第2別館1階）TEL

第2地域包括支援センター
092-951-1600（片縄北4-2-20大神第3ビル1階）TEL

毎週月曜日から金曜日  8：30～17：00　毎月第3土曜日  8：30～17：00相談日時

片縄地区、岩戸地区のうち、恵子・道善担当
行政区

南畑地区、安徳地区、
岩戸地区のうち、西畑・別所・井尻・山田・西隈・後野

担当
行政区

●家族を介護している方
●在宅介護に関心がある方
●介護事業所等

参加費参加費

無料無料

在宅介護者支援事業
令和４年度ご案内

１0月１7日（月）1３：00～１４：30
※ミニ講座４５分、その後、交流会を予定。

＃日時

福祉センター２階（西隈１-１-２）＃場所

＃家族介護

＃自身の健康について～腰痛予防等　
＃ミニ講座　＃講師
那珂川市指定通所介護事業所
デイサービス職員　高倉 洋 氏

認知症は、だれもがなりうる身近なもので
す。認知症の介護を始めて1～3年目の方
は特に自分の時間が持てず、「休まる気が
全くない」といった方もいらっしゃるのでは
ないのでしょうか。
今回の講座と交流会で認知症の介護につ
いて学びます。
興味のある方はお気軽にご連絡ください。

那珂川市社会福祉協議会
　  092-952-4565
　  chiiki@nakagawa-shakyo.jp

＃問い合わせ先
TEL

Mail

那珂川市社会福祉協議会では、家庭で介護をされる方が気軽
に立ち寄れる居場所を開催しています。
同じ悩みや不安を抱えるご家族同士でゆっくり話しをしなが
ら、介護からのつかの間の休憩をしませんか？

那珂川市社会福祉協議会では、日常のちょっとした困りごとを地域住民の力で解決
する仕組みとして、ニコニコお助けサービスを行っています。
一緒に活動できる方を募集しています。あなたの「できること」をはじめてみませんか？
ご興味ある方は、お気軽にお問い合わせください。

対
　象

12月10日（土） 10：00～11：30
第3回目

2月13日（月） 13：00～14：30
第4回目

開催予定

詳細は決まり次第、 社協だよりやホームページ等でお知らせします。

市内の特別支援学級などに通学する中学生を対象に、学習やレクリエーション活動など
を通して、地域のボランティアの皆さんと交流を深める『ITUKOKO(いつここ)部』を開催
予定です！皆で和気あいあいと活動したり、一人ひとりのペースでゆっくり過ごしてもらっ
たりと、一緒に楽しい冬休みの思い出をつくりませんか？

令和4年度令和4年度
冬休みITUKOKO（いつここ）部冬休みITUKOKO（いつここ）部

※新型コロナウイルス感染症の影響により、
開催が中止になる場合もあります。

事前説明も
行っています！
たくさんの
ご参加お待ち
しています♪那珂川市福祉センター3階

（西隈1-1-2）
ところ

●市内の特別支援学級に在籍している中学生
●特別支援学校に在籍している中学生　など

対象者

と　き 12月26日（月）10：00～15：0０

参加費参加費

500円500円

問い合わせ 那珂川市社会福祉協議会 地域福祉係　　092-952-4565TEL

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口です。
保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャー・認知症地域支援推進員等の専門職が、互いに連携しながら、

高齢者本人、家族、地域の方からの相談に対応します。

本人の思いを大切にしながら、いろいろな手続きを行います。

  ニコニコ
お助け
サービス

  ニコニコ
お助け
サービス

★活動時間：1時間程度★

足がふらつき、高い所の
作業ができない。
たとえば、電球の付替えが
できなくなった。

生活の中でちょっとした
困りごとを解決するサ
ポーター

年を重ね、重
い物を持て
なくなった。
買い物しな
いと生活で
きないし…。

●簡単な掃除
●窓ふき
●衣類の整理
●家具の移動 ●電球替え
　等ちょっとした困りごと

●日常生活の必需品
　(食料品、家庭用品)買い物代行

地域の『困ったなぁ…』を
支える強い味方

●支払いやお金のやり繰りが上手く
できなくなったなぁ・・・。
●だまされたらどうしよう。
●将来に備えて、生活のことや財産
管理のサポートをしてくれる人を
決めておけたらなぁ・・・。

　認知症や知的障がい、精神障がい
などがあることで、日常生活で心配
ごとを抱えたり、困りごとが起こった
りすることがあります。
　そんな方たちが、安心して暮らせる
ように、本人の意思を尊重しながら、
生活や財産を守り、契約を代わりに行
うなど、さまざまな法的支援を行う制
度です。

まずは地域包括支援センターに
ご相談ください。

●書類の確認や手続き
●通帳の保管や支払い
●入院、施設入所の契約手続き
●家などの財産管理や相続が発生し
た時の協議や手続き
●福祉サービス利用のための手続き
●不利益な契約の取り消し
●定期的な訪問や見守り

成年後見制度について

成年後見制度を利用するには
どうしたらいいの？

成年後見制度とは
どんな制度？

どんなことを
してくれるの？

こんな不安や心配を抱えていませんか？

問い合わせ 那珂川市社会福祉協議会 地域福祉係　　092-952-4565TEL

募集中

お弁当・筆記用具・勉強道具持参物
※活動内容により、別途必要な物がある場合は、事前にご連絡します。

中学生と一緒に
楽しい夏休みを過ごして
くれる大学生以上の
ボランティアも募集中!!

ニコニコお助け隊ニコニコお助け隊

買い物代行2募集中！ちょっとした困りごと1
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ご寄付ありがとうございます
地域福祉のために役立てさせていただきます。（令和4年6月15日～令和4年8月15日）

社会福祉協議会では、「だれもが安心して住み続けられるぬくもりのある福祉の地域づくり」を目指して、いろいろ
な地域福祉活動を推進する上で、みなさまからの善意のご寄付は貴重な財源となっています。

　日常生活上の困りごとの相談を受け付けています。どこに相談したらいいか
わからない方、まずは、相談してみませんか。（関係書類等あればお持ちください。）
※原則、弁護士相談は1人1回までです。同じ内容の相談を何度も受けることはできません。

行政相談・心配ごと相談行政相談・心配ごと相談

全て13：00～15：00時　間

不要申込み

市内在住・在勤　対象者

■9月28日（水）
■10月26日（水）

弁護士相談・心配ごと相談弁護士相談・心配ごと相談

全て13：00～15：00時　間

要予約・その週の月曜日から電話受付申込み

市内在住・在勤対象者 4名 ※定員になり次第締切定　員

■9月7日（水）、14日（水）
■10月5日（水）、19日（水）

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、中止にさせていただく場合もあります。ご理解、ご協力をお願いいたします。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期になる場合があります。

9月・10月の9月・10月の
心配ごと相談心配ごと相談

申込み・問い合わせ 那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

申込み 那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

一般寄付金 団体・個人の善意によるご寄付

物品寄付

香典返し寄付金
ご香典による寄付、故人のご遺志やご遺族によるご寄付

故人名 享年 喪主名 区名

冨永　安廣 様 88 東隈
とみ なが やす ひろ

冨永　早苗 様
とみ なが さ  なえ

笑って笑って健康づくり健康づくり
運動や講話、みんなで楽しみながら健康になりましょう！どなたでも参加できます。
飲み物や筆記用具など各自でご準備下さい。 受付時に検温と消毒をお願いしています。

１3：00～１4：00（集合時間１2：50）時 間 那珂川市社会福祉センター３階場 所

※新型コロナ感染予防の為、定員を15名にしています。

※申し込みは本人に限ります。
※内容は変更になる場合があります。

10月～11月の予定

申込み・問い合わせ

各講座とも申し込みが必要です。 9月5日（月）から受付開始

10月13日（木） 11月10日（木） 11月24日（木）10月27日（木）
感染症に負けない
身体を作ろう！

内 容

那珂川病院
管理栄養士 廣田 明恵 氏
管理栄養士 黒木 奏帆 氏

講 師

絵手紙体験内 容

那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

誤嚥性肺炎を
予防しよう
～家庭で簡単に
できる訓練方法～

内 容

那珂川病院
言語聴覚士 東納 嘉寛 氏

講 師

椅子ヨガ内 容

小野 佳代 氏講 師

参加費参加費

無料無料

●デイリーサポート（株）様　30,000円

福祉センター福祉センター からのお知らせからのお知らせ「にこにこ」「にこにこ」
祝・敬老
3日間は、福祉センター「にこに
こ」2階入館料（入浴料）が無料に
なります！
この機会にぜひお越しください。

※ヘルストロンは通常通り有料です。

9月15日（木）
9月16日（金）
9月17日（土）の3日間

日  時

9月8日（木） 10：30～12：00（受付10：15～）日  時

●那珂川市内在住の60歳以上の方
●60歳以上の方と一緒に来られた1名様

対  象

ベビーマッサージ体験会
おしゃべり広場抽選会も

お楽しみに！

福祉センター「にこにこ」2階場  所

ロイヤルセラピスト協会
認定講師　松元 啓子さん、
平島 和美さん、森山 かおりさん

まつもと  けい  こ

ひらしま  かず  み もりやま

講  師

生後2ヶ月～1歳頃まで対  象 親子8組定  員

バスタオル・ママと赤ちゃんの水分補給・
いつものお出かけセット

持ち物

実施日の1ヶ月前から予約受付申込み
那珂川市社会福祉協議会　  092-952-4565TEL

親子1組親子1組
入館料入館料

100円100円

65歳以上の高齢者を対象に、介護予防のための体操や
レクリエーションなどを行っています。教室を通して、生き
がいづくり・仲間づくり・健康づくりはいかがですか？

 見学・体験等、
随時お待ちしています！

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日

金 曜 日

恵子教育集会所
片縄第1公民館
北地区公民館
ミリカローデン那珂川
東地区公民館
福祉センター
南地区公民館
保健センター

曜 日 場　　所

※現在はコロナ感染予防対策として半日の開催となっていますが
　皆さん元気に楽しく参加して頂いています。

いい きき いい ききリフレッシュ教室

※フェイスタオルとバスタオルを
　ご持参ください。

曜日・開催場所

ひろた   あきえ

とうのう よしひろ

お　の　  か　よ

小森 真理子 氏講 師
こ  もり　 ま　り　こ

くろ き   かなほ

20万円 ●村上　敏男 様　 車椅子１台
むら かみ とし  お
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ボランティアフェ
スタなかがわ2022 開催！ボランティアフェ
スタなかがわ2022 開催！

市民のみなさんにボランティアフェスタでの出会いや楽しい体験を通して、
ボランティア活動を知っていただくとともに、

活動者同士のつながりを広げていくことを目的として開催しています。

市内で活動するNPO・ボランティア団体や福祉団体が中心となって実行委員会を結成し、
みんなで意見を出し合いながら自分たちで作り上げているイベントです。

新型コロナウイルス感染症の影響で２年間中止となっていましたが、
今回は「できることから始めよう」と規模を縮小して開催することになりました！

「ボランティアフェスタなかがわ」とは

11月6日（日）10：00～13：00日 時

那珂川市福祉センター2階・3階
（那珂川市西隈1-1-2）

場 所

〒811-1242 那珂川市西隈1-1-2住 所

n-shakyo@dream.ocn.ne.jp（件名に「にこにこだより」と入力してください）メール
那珂川市社会福祉協議会「にこにこだより」係宛 名

内 容 NPO・ボランティア活動の体験・紹介、
福祉施設の手作り品の販売など

主 催 ボランティアフェスタなかがわ2022
実行委員会

後 援 那珂川市／那珂川市教育委員会
那珂川市社会福祉協議会

今回は
飲食の販売は
ありません

申込み・問い合わせ
那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

成年後見制度成年後見制度
啓発事業啓発事業

住所・氏名・ニックネームを記入の上、社会福祉協議会「にこにこだより」係までお寄せください。
メール、はがき、封書または来所でも受付けします。 ※氏名は掲載しません。

かわせみバスから降りる前にバスカードと100円玉を手に準備していた
ときに、100円玉が落ちてしまい、探している間に今度はバスカードも
落としてしまいました。カードはとうとう見つからず、バスを降りました。
後日、市役所で再発行してもらおうと名前を書いていたら、係の方が
失くしたはずのカードを出してきてくれました。
郵便でカードを届けてくれた方がいたそうで、手元に戻ってきました！
どなたかわからないけど、お礼を言いたいです！

（仲区・引越しサザエ）

送り先 POST

みなさんの「心がホッと温かくなった話」や「うれしかったこと」などを
募集し、社協だよりでご紹介していきます。

にこにこ
だより

vol.1

那珂川市社会福祉協議会では、介護保険事業所の運営をしております。
事業所の職員として、働きたい方（常勤職員、パートタイム職員）を募集
しています！！

介護福祉士の資格を有している方で、高齢者等の介護に興味・関心の
ある方は、まずはお問合せください。

社協だよりにあなたの事業所・団体等の広告を載せてみませんか？
掲載の時期やご相談等は社会福祉協議会事務局までご連絡ください。

那珂川市社会福祉協議会 事務局
　  092-952-4565TEL

●訪問介護事業所・居宅介護事業所（ホームヘルパーの事業所です）
●通所介護事業所（デイサービスの事業所です）

〈求人〉 〈広告〉

介護保険事業所で働きませんか？ 居宅介護支援事業所
社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会指定

地域福祉を考えるつどい地域福祉を考えるつどい第１８回

あなたを守る消防・防災支援
講演会

手話通訳
あり

申込申込

必要必要
参加費参加費

無料無料

９月２４日（土） １３：３０～１５：３０日 時

ミリカローデン那珂川多目的ホール場 所

講 師 一般社団法人日本消防・防災支援機構
代表理事 因幡　敏幸 氏

いな  ば　　 としゆき

「はじめての終活講座」
延期のお知らせ

7月5日（火）13：30～15：30に開催予定でしたが、
台風の接近に伴い中止となりました。
9月15日（木）13：30～15：30に延期して開催いた
します。

申込み・問い合わせ
那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては
　中止する場合もあります。

※体験コーナーは時間ごとに人数制限をして実施

今年もいろいろな
体験をして
みませんか？

要介護認定をお持ちの方に、ケアマ
ネージャーが介護サービス利用時の
計画を作成します。
詳しくはお電話
ください。

092-951-1440TEL

だれもが安心して住み続けられる、
ぬくもりのある福祉の地域づくり
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社協だよりは一部赤い羽根共同募金の配分金を受けて発行しています。（赤い羽根は共同募金運動・配分事業のシンボルマークです。）

発 

行 〒811-1242 福岡県那珂川市西隈１丁目１-２ 那珂川市福祉センター
　　（092）952-4565　　　（092）952-7321
　　chiiki@nakagawa-shakyo.jp
TEL
Mail

FAX

社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会 社協が取り組む事業・活動についての詳細はホームページでもご紹介しています。

http://www.nakagawa-shakyo.jp
ホームページアドレス

なかがわ社協 検索


