ご家庭で︑職場で︑学校で︑﹁共

自分の町を良くするしくみ

﹁赤い羽根共同募金﹂ は民間の

同募金﹂はいつでもどこでも参加

赤い羽根共同募
社会福祉事業を支援するための活
1日ま

できるボランティア活動です︒

れ︑毎年1 0月1日から12月3

共同募金運動を

動として社会福祉法に位置づけら
での3か月間︑ 全 国 一 斉 に 展 開 さ
れています︒

赤い羽根共同募金運動で集めら
れた募金は︑福岡県共同募金会か
ら社会福祉協議会をはじめ様々な

民間福祉団体等に配分され︑みな

さまの身近な地域の福祉向上に役
立てられています︒

小倉北区では︑昨年度︑自治会
を通じた戸別募金やイベント募金︑
学校や法人︑職域での募金などによ
り︑8,125.408円が集まりま

した︒その約7割が小倉北区の福

祉事業に配分され︑住民による見
いネットワーク﹂活動や次世代の

守りや助け合いを進める﹁ふれあ

地域福祉を担う子ども達の育成事

みなさまのあたたがいご支援
をよろしくお願いいたします!

碑醸腔

赤い羽根共同募

金と企業(店舗)が

商品﹂を企画するこ

協力し︑﹁寄付つき

とで︑企業利益と

社会貢献をつなげる取り組みです︒
商品の販売により︑小倉北区で募

3

金協力をいただいている企業です︒

龍之介カレーを

赤い羽根﹁龍之介カレー﹂

つき00円が寄付さ

購入すると一杯に

瑠璃ズキッチン

れます︒

小倉砂津店

4-1

血581-4939

小倉北区砂津2-1

地域の安全を守る﹁見守りカメラ﹂

す︒

機器を購
入すると売
上の1%が
寄付されま

セイフティテクノサービス㈱

血482-3344

小倉北区木町3-1-28

共同募金運動に関する問い合わせ

鋼繊巧も・・

(小倉北区役所コミュ一一ティ支援

福岡県共同募金会小倉北区支会

課内)血582-3415

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられています。

′

業︑高齢者の健康とふれあいの居
場所づくり﹁サロン活動﹂をはじ

その他にも︑障害者のための共

め︑様々な地域福祉団体の活動な
どに活用されています︒

同作業所の運営や高齢者・児童施

設事業等に活用されるほか︑一部
は︑大規模災害が起こった際の準

被災地の復興にも使われます︒

備金として積み立てられ︑緊急的
なボランティア活動の支援など︑

壷童琶聾

年長者ふれあい交流会

(次世代地域福祉活動者育成)

車いす介助体験(こともまつり)

ふれあい餅つき大会
多世代交流ふれあいサロン

災害ボランティア活動の支援

∴・臆〕・￣

ウエルクラブ活動

認知症を学ぶ研修会の開催
出前市場&高齢者サロン
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(世代間交流と文化伝承事業)

民児協通信

小倉北区民児協活動を紹介します
民生委員制度

9月30日に、

創設100周年

を記念して

̲

七五三、成人式、溶媒式、長者祝い

傘093-932-5177

地域に芽生えるふれあい﹁サロン活動﹂

今後も、地
域福祉の重
要な担い手
としてご活
躍をお願い

皆さまには、

します。

地域住民による居場所づくり

児童委員の

ほしい﹂﹁いろいろな人とおしゃべ

民生委員・

﹁サロン活動﹂は︑ひきこもりや
孤独といった状況が社会的に問題
視され始め︑福祉サービスを利用
する高齢者の間でも﹁話し相手が

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられています。

′

由さにあります︒
社会福祉協議会では︑ますます
高齢化が進む地域社会において︑
ふれあいネットワーク活動を中心
とした校(地)区社協活動の見守
りや助け合い活動とともに︑歳を
重ねても住み慣れた家で︑できる
だけ健康に生き生きとした生活が
送れるよう︑
自立支援や介
護予防の取り
組みなども交
えながら︑住
民主体のサロ
ン活動の拡充
を支援してま
いります︒

有限会社アップモード

打ち合わせ・衣裳セレクト

お祝いの日をお手伝いいたします

遷、

中

￣子

円

お気軽にごね談くださいませ〇

「民
広まりました。戦後の1946(昭和21)年、

りがしたい﹂という要望が聞かれ
るようになった平成5︑6年頃か
ら全国各地で始まったものです︒
こうした﹁サロン活動﹂の魅力
は︑デイサービスのように﹁サー
ビスを受ける人﹂として参加する
のではなく︑歩いていけるような
身近なところで︑高齢者と地域住
民がボランティアとして一緒にな
って︑のんびり好きなことをした
り︑気軽に出入りしたり︑友人と
行動をともにしたり︑といった自

設100周年を迎えました。

民生委員は、行政と連携しなから、支援を必
要とする方への訪問・相談活動を行うほか、ふ
れあいネットワーク活動や高齢者サロンなど地
域活動への協力を行ったり、災害時に援護が必
要な方への避難支援等に取り組んでいることな
どが紹介されました。
第2部は、北九州市出身のアーティスト・冨

永裕輔氏の「SpecialLive」を行いました。

北九州市に緑のある曲「ひまわりの花」 「明
日への翼」を中心に全9曲、フアンの熱い声援
を受けながらの熱唱に、お越しいただいた多く
の市民の皆さまも大いに盛り上がっていただけ
たことと思います。

広島市中区社協と
清水校区社協の交流研修

生委員令」の公布により、民生委員と改称さ

れ、 1955(昭和30)年に「民生委員・児童委員
協議会」が組織、 1967(昭和42)年に制度創設
50周年、そして今年2017(平成29)年に制度創

は︑平成29年 度 よ り 新 た に 策 定 し

民生委員制度は、

1917(大正6)年、岡山県で

平成29年9月22日(金)︑広島市

創設された「済世顧問制度」に始まり、翌年、
大阪府で発足した「方面委員制度」から全国に

者等24名が︑清水市民センターを

て、民生委員・児童委員の日頃の活動を紹介す
るスライド上映を行いました。

中区の14地区(学区)社協の活動

「市民講演

た小地域福祉活動第二次計画に基
づく︑ふれあい見守り活動の継続
強化やサロン活動の拡大などにつ
いて発表があり ︑ 清 水 校 区 の 活 動
者と広
島市中
区の活
動者と
の活発
な質疑

第1部は記

訪れました︒
官公庁や商業施設︑大型の集合
住宅等が集中し︑広島市の中心部
に位置する中区では︑地域の繋が
りの希薄化や高齢化の進む地域で
の見守りや助け合いの住民互助活
動を進めるため︑他都市への視察
研修を行っており︑今回は︑地域
性や課題に類似点の多い︑小倉北
区の清水校区社協との情報交換と

ました。

交流を行うことになったもので

応答や
情報交
換が行
われま
した︒

し

念講演と

清水校区の福田義憲会長から

会」を開催し

す︒

シリーズ

平成29年10月15日

小倉北区社会福祉協議会だより
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不可欠です︒
被 災 地 の 状 況 に応じ︑被災者の
ニーズと全国から 集 ま る た く さ ん

大規模な災害時には︑復旧・復
興を支援するボランティアのカが
め︑全国各地の社会福祉協議会か
ら派遣される職員等が交替で応援
に駆けつけています︒

被災地の現地スタッフだけで
は︑長期に渡 る 運 営 が 困 難 な た

り︑様々な調整を行ったりするの

被災地には︑今でも行方の分ら
ない家族を捜す人たちがいます︒
早く見つけて︑心を収めて頂きた

こそ︑社会福祉協議会の﹁ふれあ
いネットワーク﹂ の基本です︒

生死を分けるね﹂と言う被災者の
声は︑心に響きました︒
災害時にも強いネットワーク作
りの基本は︑普段からのたおやか
な見守り・声かけです︒その活動

の強化が重要です︒
﹁日ごろの付合いが︑災害時に

﹁互助﹂活動による地域の福祉カ

の絆であり︑お互いを支え合う

て︑被災者に寄 り 添 う 温 か い ﹁ 互
助﹂活動に心を打たれました︒
予測すらして い な い 災 害 に ︑
段﹁たすげて﹂の声をだせず︑
近所付き合いがない独居高齢者や
高齢者夫婦にとって︑緊急時ほど
不安なことはないでしょう︒
自然災害を含め緊急時に迅速に
対応できるのも︑普段からの地域

に懸命に取り組む姿を身近で見

のボランティアとを結びつけた

facebookより

今般の九州北部豪雨災害被災地
の災害ボランティアセンターに︑
小倉北区社協から渡遠大地域支援
コーディネーターが赴きました︒

す︒

か災害ボランティアセンターで

地域支援コ ー デ ィ
ネ ー タ ー 随想録

7月に起きた九州北部豪雨災害

います︒

地域に﹁互助﹂活動が拡がって

︻被災地"朝倉高相本編︼

朝倉市災害ボランティアセンター

支援に︑多くのボランティアが被
災地に集まりました︒
照 り 返 す 日 差 しの中︑汗を拭い
ながら︑流れ込んだ泥のかきだし

今般の改正社会福祉法におい

これを受け︑去る7月10日に北

て︑社会福祉法人の地域社会への
貢献として︑﹁地域における公益
的な取り組み﹂の推進・拡充が求
められることとなりました︒

九州市社会福祉協議会と北九州高

した︒

齢者福祉事業協会(以下⁚高福
いと︑ボランティアの握るスコッ○協)は﹁地域における公益的取組
プのスピードは速まるばかりで
の推進に関する協定﹂を締結しま
す︒

福協に加盟する軌法人・77施設の

ていきます︒
平成29年度は︑各区1˜2校

連絡調整会議に参加したり︑地域
のサロン活動で介護予防の指導を
行うなど︑地域福祉活動を支援し

専門員など)が︑校(地)区社協の

専門職員(介護福祉士や介護支援

今後は︑この協定に基づき︑高

安全で安心に暮らせるために
は︑相互に﹁互助﹂活動が根付

した︒

き︑多様な課題にも迅速に対応で
きる地域カが必要であると︑今回
の派遣で感じました︒
今後︑復旧から復興へと︑更な
る支援が必要となる被災地に﹁互
助﹂活動がひときわ輝いて見えま

(地)区程度でモデル事業を実施
し︑来年度以降︑順次拡大してい

く予定で︑小倉北区では今町校区
社協の支援に︑北九州シティホー

ムとヘルシーハイムの2施設が参
画します︒

地域だけでは解決が難しい生

活・福祉課題への対応や︑多様化
する地域ニーズへの支援に向け︑
地域と高齢者福祉施設の専門職と
の連携を進め︑地域福祉活動の一

層の充実に取り組んでいきます︒

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられています。

′

たくさんの学生ボランティアも支援に駆けつけました
水や泥に浸った重い家財の運搬はたいへんです
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認知症サポーターキャラバンと
の手助けを行うことが認知症サポ

また︑サポーターの中から地域

ーターの役割です︒

のリーダーとし て ま ち づ く り の 担

ら せ る ま ち づ く りを目指す全国的

は︑認知症になっても安心して暮
な取り組みで︑認知症サポーター
い手が育つことも期待されていま

地域で︑学校で︑職場で︑サー

養成研修を受講し︑修了の証であ
ト)を手にしたサポーターは全国

す︒

に9.〇66.685人(平成29年

6月00日現在)もいます︒

ただし︑認知症
サポーターになっ

◆福祉へのご苦竹
ありがとうございました

1件

(青葉2丁目)

平成29年了月1日から
平成29年9月00日まで受付分
(敬称略︑受付順)

香典返し
海老原紀子
匿名

篤志寄付
A級小倉
(京町2丁目)
小倉北区切手収集ボランティア
平木 佳子
(霧ケ丘1丁目)
石渡 弘子
(大手町)
◆社協会員へのご協力
ありがとうございました
平成29年了月1日から
平成29年9月00日まで受付分
(敬称略︑受付順)

西日本鉄道㈱SC藁部チヤチヤタウン小倉

京町第四町内会︑京町第五町内
会︑新魚町町内会︑新京町町内

小倉セメント製品工業㈱

岩男
中川

栄

晴美

会︑浅野第一町内会︑浅野第二町
内会︑東海岸町内会︑東浅野町内
会︑浅野町町内会︑末広第一町内
会︑末広第二町内会︑長浜中ノ丁
町内会︑長浜東ノ丁町内会︑砂津

会︑旧旭町町内会︑小倉駅前町内
会︑魚一銀天街商店会町内会︑魚

町通商店町内会︑中央銀座町内
会︑船頭町町内会︑博労町町内

義二

紀子

梶
務
祭
事子
馬場
博
木原 生八
原田 元夫
福田 義憲
赤澤美代子

横尾機器㈱
㈱アペックス西日本
九州電力㈱小倉営業所
ホテルクラウンパレス小倉

俊行
芳博
国道

︽南丘校区)

︻個人会員︼

木村
梶原
白潟
田中

秀毅
伸子

︽清水校区︾

寺園
永松
角

︽母子寡婦福祉会)
︽小倉北区役所︾

東本町町内会︑南山越町一丁日町
内会︑南山越町二丁目町内会︑長
浜先ノ丁町内会︑ 鳥町食堂街
大串 信義
︽身障協会)
山田 定子
香田 小芽
山崎 忠昭
藤井 恵子
濱暗 俊和
村上
勘
新井 節代
︽富野校区︾
堤 みえ子
大石登志子
中村 鈴子
宮崎 義輝

地域福祉部生活福祉課

吉村美津子
金丸 喜久
花見 正目
土井 之人

10月1日㊥ト3月5日㊤

るオレンジリング(ブレスレッ

〈オレンジリング〉

クルのみんなで︑認知症サポータ
ーになってみま せ ん か ?
認知症サポーター養成講座に関
するお問い合わせは︑北九州市社
会福祉協議会生活福祉課

器討爾関田鵬l登園臆臆臆漢

尾崎 克憲
横江 裕美
高松彼佳代
牧野 照子
山本 龍広
域元 東陽

または、各区社協でも応募できます

︻正会員︼

●各市民センター及び地域交流センターに設置の応募箱、

たからといって︑

血873-1296まで︒

弘

忠孝
富子
重政
幸男
広光
厚樹
喬

美佐
千恵

(H29,3,7-H30,3.5の間に受けたもの)

︽貴船校区)

堤

早川
杉野
中川
醒井
佐藤
椛島
松井
山田
濱田

︽米町校区︾

●ポイントシールは9敬貼ってください
●ポストに投函する際は62円切手を貼ってください

何かをしなければ
に参加しなければ

北小倉校区社会福祉協議会
貴船校区社会福祉協議会
商丘校区社会福祉協議会
清水校区社会福祉協議会
自明校区社会福祉協議会
北九州市保育所連盟小倉北支部
北九州市母子寡婦福祉会小倉北地区

小倉北区シニアサークル連合会

小倉北区連合婦人会
小倉中央校区米町社会福祉協議会

小倉北区身体障害者福祉協会
︻団体会員︼

医環法人共和会小倉リハビリテーション病院

㈱ヒライ
㈱九州メディカル
北九州興産㈱
医療法人心愛
医療法大滝陵会商ケ丘病院
医療法人おおごう会

米町第一町内会
米町第二町内会
米町第三町内会
新米町町内会
京町第一町内会
京町第二町内会
京町第三町内会

●健康診査受診日〃健診機関の記入をお忘れなく

ならない︑どこか

ならないといった

活動の義務はありません︒

3日)

㈲星ケ丘
北九州まちづくり応援団㈱小倉城

FAX8 73-1351

TEL873-1296

○う

ー.-.0

=

認知症サポータ1とは︑認知症

到碧校区社協の認知症サボーダI研修(8月2

講師は︑キャラバンメイトの 山本 美江子氏
(小倉リハビリテーション病院 医長)

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられています。

′

に つ い て 正 し く 理解し︑認知症の

人やその家族が安心して暮らして
いけるように温かく見守り︑支援

する応援者のことです︒

例えば︑認知症になった人や家
族の気持ちを理解するよう努め︑
を伝えたり︑外出先で困っている

友人や家族に認知症に関する知識

けたり︑仕事を通じて︑あるいは

人に﹁どうしましたか﹂と声をか
隣人として︑自分にできる範囲で

わせ】北九州市社会福祉協議

【お固い

平成30年

平成29年

膨
追い誌

認知症サポーターの印

平成29年10月15日

小倉北区社会福祉協議会だより
【4】第149号

小倉北区社協ボランティア・市民活動センターだより

小倉北区社協ボランティア・市民活動センターだより

鴫、息営

築29号

罷小倉北区ボラン詩誌センタ̲

農

(土・日・祝日はお休みです)

:

ふて市民ふれあいフェスティバル饉鵡
平成29年10月22日(日)
※パネル展示のみ、

輔盈総恥国辱弓醗噂

活動報告

10:00-15:00

10月17日(火)

10:00から開始

ウエルとはだ
●

￣

ヽこ

小倉北区ボランティア連絡協議会主催イベント

￣￣￣￣

一′

臆喜

●

去る7月23日(日)に朝日さんさん広場(リ
ノ←ウオーク北九州4 F)で小倉北区ボランテ
￣￣ ￣
ィア連絡協議会主催のイベント「消えない日々
￣

「

一￣′

￣￣

〇、

￣

￣￣.

;市内で活躍するボランティアの祭典「市民ふれあい; ￣戦中戦後˜」がおこなわれました〇
￣
￣￣
三フェスティバル」が今年も開催されます。
:ふ、攣承璧誓二三」ひ霊空費、架整
なり、平和の大切さを一緒に考えていただく毎
: 「がんばろう九州!あなたとわたしのやさしい絆」を:
年恒例となったイベントですが、今回は戦争中
:テーマに、ボランティアグループの活動紹介やパネル:
から戦後にかけての体験談をお話しくださる平
:展示、バザー、ミニステージなどのおなじみのイベン:
木佳子さんをお迎えし、平木さんの「護られた
:卜のほか、バルーンアートやハンドマッサージなどが:
命」と題したお話をはじめ、メンバーによる朗
:体験できるコーナーもあり、お子様からご高齢の方ま:
読や八-モニカ演奏
:で楽しんでいただけます。
小倉北区ボランティア
を、たくさんの方に
小倉北区からは「小倉北区ボラン
連絡協議会
聞いていただくこと
小倉北区を中心に活動するボランティアグル
:ティア連絡協議会」のパネル展示の
ができました。
ープ・個人が、様々な活動で連携を取り合い、
:他、ボランティアグループ「日本舞
1 1団体約20
今回は8月6日の 活性化をはかつています。現在、
0名が登録。連絡協議会全体の活動としても、
:踊 幸の会」がミニステージに出演
戦争体験の詰り、継承に取り組むなど∴満載
●

￣

●￣

-￣

￣

￣

￣葛

￣

1

￣

.

￣

￣

-

￣￣

￣

￣

●

:

:

広島原爆忌、

:します。
:

皆様のご来場をお待ちしています。

して8月15日の終戦

●

記念日を間近にひか
え、戦争の悲惨さと
平和の尊さに、より
-層思いを巡らせた

8月1日へ2日の二日間にわたり、北九州市社会福祉協議会
ボランティア・市民活動センタ一石刑参謀と小倉北区社会福祉協
議会ボランティア・市民活動センターの共催で、傾聴ボランテ
ィア養成講座を開催しました。 1日日の「基礎編」は臨床心理
士のシャルマ直美先生、 2日日の「応用編」はシャルマ先生と
デイサービスセンター都の杜管理者の石井朱貫先生をお迎えし
て、

を広げています。

整鎮グループ
弁増ボランティアの会I
餐となりきんネットワーク
「えん農

ひとときでした。

また、活動の様子
を、アクティブシニ

ア向け生活情報誌
「さくら」

36名が参初口しました。

9.10月

号の「手をつなごう

北九州市内で傾聴ボランティアとして活動している4グルー
プのボランティアさんも講座サポーターとしてお手伝いいただ
き、 2日日の後半には活動発表をしていただきました。
講座終了後には、グループワークを共にした方とすっかり打
ち解けた様子も見られ、

8月9

日の長崎原爆忌、そ

Letlsボランティア」

のコーナーに掲載し
ていただきました。

l已lの距離を近づける「傾聴」の力を、

参加者の皆さんがすでに発揮されていることを感じました。
=

I博聞I個IiI請NlliIm=lliml用Ilm附)けいi"lI

◆㈱コナミスポーツクラブ(小倉北体育館・新門司体育館・新門司温水プール)さま
◆片山 広美 さま
◆北九州市立中央図書館 さま
◆太田 清子 さま
◆ゴ帥\倉市民センター さま
◆森友 美憲子 さま
◆北九州市技術監理局契約制度課 さま
◆井樋 好子 さま
◆北九州市教育委員会 さま
◆藤島クリニック さま
◆佐藤 洋子 さま
さま
さま
◆夢空間ケアプランセンター
◆自明市民センター
さま
てるみ
さま
◆松永
◆キンダポート保育園
◆中杉 洋香 さま
◆小倉北柔道クラブ さま
◆小倉北区役所コミュニティ支援課 さま ◆匿名 さま

′

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられています。

Iのケル￣プ鵬楓職域で渚費

欝諾認して

小倉北区社協ボランティア・市民活動センターだより

9月某日、社会福祉士資格の取得を目指す2名の実習生
が、小倉北区社会福祉協議会に来られました。
午前中は地域支援コーディネーターさんと-緒に、月に
2回出前市場が開催されるサロンの見学、午後は送迎ボラ
ンティアさんと-緒にシルバーひまわりサービスの同乗を
体験しました。
介護施設でのお仕事をされながら資格取得に挑む努力家
の今吉さん、柔道で鍛えたガッチリした体格に穏やかさを
持ち合わせた保科さん、お二人ともボランティアさんや利

用者さんに積極的に質問等をされ
ながら、和やかに送迎サービスの
体験をされました。

この日の実習のあとにも他所

での実習が残っているというお二
人。

1ヶ月間の実習を終えた後、

社会福祉士として今日の体験が実
務で活かせるよう応援しています。

送迎体験後の保科さん(左)と今吉
さん(右)。あんしん1

復興支援の-つの形として、被災地での買い
物ツアーがあります。なにかしたいけど体力に
自信がない方にはお勧めです。私もその1人で
朝倉や杷木に行き、道の駅などで今が旬の果物
を買い、ランチを食べ上原鶴温泉に入りました。
被災直後、温泉街はキャンセルが相次ぎ、風
評被害もあって、売り上げ
が落ち込んでいたそうです
が、ここはほとんど被害に
あっていませんでした。実
際行ってみたら、どんな様
子かわかります。
皆さんも現地へ行き、消
費するというボランティア
に参加してみませんか?
(スタッフ丁)

9号と一緒に。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

九州北部豪雨災害ボランティアを希望される方へ
様々な復興支援がありますが、現地での災害ボランティアを希望されている方は
下記の点をご留意下さい。
安全を充分に確保し、必要な時に適切な支援が継続的に続くようこ協力をお願いします。

;

1・諜一轢難語慧す。現地の最新情報やニ̲ズを確認しましょう。

;

2・藍謡露鷲藷繋義確保し、閲に余裕を持。て輔を進めましょう。

;

3.ボランティア活動保険に加入
出発する前に、お住まいの地域でボランティア活動保険に加入しましょう。

〆て

閏春闘繭語の雑需シ芳高鷲瀞醗酵の祭霜韓購繰麗鰭種績償理

平成29年度

合国璽的万人
別人!!

聾闇鯨隙満腔籠怒施排
http:

プラン

霊露

ー

保険金の樟類

死亡保険金

1,3と〇万円

1,8〇〇万円

後遺障害保険金

1・鶴田

l・轡円

入院保険金日額

6,5〇〇円

10,〇〇〇円

手術
年

保険金

基本タイプ

入院中の手術

65,○○0円

100,○○0円

外来の手術

3と,5〇〇円

5○○00〇円

4,0〇〇円

6,〇〇〇円

頭

上

プラン

タイプ

通院保険金日額

特定感染症の補償
葬祭費用保険金

35〇円

5「0円

5〇〇円

71〇円

(
天災タイプ(※)
(鄭タイプ十耀・噴火・翻【)

/Iwww血ku§hihoken.co.jp

ふくしの保険

頴露

※

)至緒羅諮鰭嬉籍

のケガを補伸しますが(天災危険担保
締約条項) 、賠償責任の補償につい

ては、天災に起因する場合は対象に
なりません。

鯨醗塗葱織琵髄鞘帯葡蓮蘇鰯

上記後遺障害、入院、通院の
各補償金穎(保険金額)に同じ

(特定感染症)

賠償責任保険金
(対人・対物共通)
ノ(

′

3〇〇万円(限度額)

5億円(限度額)

∴三/、

二言薬子÷∴:

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられています。

