（1）

〜社協からみなさまへ〜

2014年
（平成26年）７月１日

第 183 号

各事業問い合せ先
ボランティアセンター

TEL396-1533

中部地域包括支援センター

TEL394-6662

編集／福 祉 だ よ り 編 集 委 員 会
発行／社 会 福 祉 法 人
東村山市社会福祉協議会

障害者地域自立生活支援センター「るーと」TEL394-1555
成年後見・地域福祉権利擁護事業

TEL394-7767

社会福祉センター
福祉作業所

TEL393-9449

諏訪町1-3-10

いきいきプラザ
本町1-2-3
幼児相談室
健康長寿のまちづくり推進室

TEL392-5085
TEL390-1203

〒189-0022 東京都東村山市野口町1-25-15
TEL 042-394-6333 FAX 393-0411

第183号

ＵＲＬ
メール

2014年（平成26年）７月１日発行

http://hm-shakyo.or.jp
soumu@hm-shakyo.or.jp

ご協力をお願いいたします！
一円貨募金は「タンスの隅に眠っている一円玉を福祉に役立てよう！」という主

旨で始まった東村山独自の募金活動で、今年で47回目を迎えます。
今年も自治会等のご協力により各ご家庭に募金袋を配布させていただきます。ま
た、募金箱を社協事務所・社会福祉センター・福祉協力店・公共施設等に設置する
ほか、街頭募金を行います。皆さまのご協力をどうぞ宜しくお願いいたします。

市民の皆さまのあたたかいご協力が
支えあうまちづくりにつながっています
昨年度の各戸募金では、市内244の自治会等のご
協力をいただきました。
福祉へのご理解と力強いご支援を有難うございま
した。今年も引き続きご協力をお願いいたします。

ふれあい事業
乳酸菌飲料の配布を通じて安否確認を行う「ふれ
あい訪問」と、孤独感緩和のため電話訪問員が定期
的にお話相手をする「ふれあい電話訪問」の２つの
事業です。
【昨年度実績】
■平成25年度ふれあい訪問回数 ････････････15,218回
■
〃
ふれあい電話訪問回数 ･･････ 1,431回

移送サービス事業
ありがとう
ございます

寄付者ご芳名（

）

（平成26年
４月〜５月）

金澤良興様、東京都トラック協会多摩支部第六地区青年部様
吉田さろんお弁当をお届けする会様、大熊鎭成様
福祉協力店（募金箱）４件
社協大会での募金
社協事務所内 愛の募金箱
匿名 ２件
合計 １，
３３０，
８８３円
エネックス㈱様 文房具、プロジェクター
「吉田さろんお弁当
をお届けする会」よ
り公用車購入費用
のご寄付をいただ
きました。

総額 4, 854, 734円

昨年度の募金実績

募金の使いみち

ふれあい電話訪問利用者の声

「ふれあい電話訪問を利用して２年。電話訪問員さ
んとは年齢が近いので、会話が弾んでついついおし
ゃべりしてしまうの。安心してお話ができて、お互
いに声の調子で体調の変化が分かったりするのよ。
」
と語ってくれたのは、今年で89歳になる福田さん。
電話では食べ物のことやおしゃれのこと、戦争の
苦労話などをお話しているそうです。
「電話訪問日
や年１回の交流日をカレンダーに書き込んでいるく
らい、とっても楽しい！しゃべることが元気の源に
なっています。男性の利用者さんが少ないと聞いた
けど、
もっと利用してほしい。
本当に楽しいですよ。」
と、素敵な笑顔でメッセージをくださいました。

昨年度の
街頭募金の様子

一円貨募金 に

車いすでなければ外出が困難な方を、ハンディキ
ャブ（車いすのまま乗り降りできる車）で送迎します。
【昨年度実績】
■平成25年度利用者数（延べ）･･････････････････････ 602名
■
〃
運行回数 ･･･････････････････････････････ 1,995回

助成事業

いずれも対象は、ひとり暮らし
の高齢の方です。
訪問活動により、地域で安心し
て生活を送ることができるようお
一人おひとりの気持
ちに寄り添いながら
支援します。
問合せは、高齢者
支援係まで。

通院・官公署・冠婚葬祭等の外出
の送迎をします。
問合せは
地域生活支
援係まで。

地域を元気にする活動団体を募集！

地域の中で福祉活動に取り組む団体に活動費の
助成をします。

次年度の応募受付は来年２月を予定。
詳細は12月号に掲載します。

【昨年度実績】
■助成団体数 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 59団体

〜「吉田さろんお弁当をお届けする会」は自炊が困難になっ
た高齢者等へ手作り弁当をお届けする活動を20年に渡り続け
てこられ、26年３月末をもって終了されました。あたたかい
お弁当と笑顔を地域にお届けする活動に携わられた皆さま、
有難うございました〜

•当事者団体助成 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 10団体
•地域福祉活動助成 ･････････････････････････････････････････････････････････ 9団体
•高齢者ふれあい・いきいきサロン活動運営費助成･･････ 38団体
•子育てふれあい・いきいきサロン活動運営費助成 ････････ 2団体

〈広告欄〉 内容等に関しては、各広告主へお問い合せ下さい。

健康保険が
使える！！

訪問リハビリマッサージ
おかげさまで、沢山の方々に支持されております！

寝たきりや在宅介護でもう悩まない！！
＊＊＊

国家資格のマッサージ師による機能の維持・回復を目的とする在宅医療ケア！！
１回３００円～（保険適応１割負担の場合）
お気軽に

『見て』 『触って』 『試せる』 お店です ＊＊＊

５名様限定！スペシャル特典

初回無料体験（３０分）
サンクス

お気軽に
ご相談下さい。

ご相談
ください！

慢性的な痛みがある方。ひとりで外出が大変な方。
要介護・要支援の方等で医師の同意が必要な方が対象。

久米川指圧訪問マッサージ 平日９時～１８時
☎042-395-239３

東村山市恩多町5-15-1
ホームページ 「久米川指圧訪問マッサージ」で検索

福祉だよりは皆さまからいただいた会費・寄付金で発行しています。

年度 事業報告

募金箱の
設置

街頭募金

新井

正枝︶

春夫︶

見てたが素通り 宅急便
︵秋津町

杉山

配分金を
ありがとう

〜施設からのメッセージ〜

地域生活支援センター
﹁ふれあいの郷﹂
カラープリンターの購入

今までのプリンターは︑カラ
ーでない上に機種も古い物︒せ
っかく利用者さんが創意工夫を
こらしてクリスマスカードや年
賀状などを作っても︑あまり見
栄えがせず︑﹁こんなものか〜﹂
と少しがっかりされていました︒
しかし新しいプリンターを
購 入 し て か ら は︑﹁ す ご く キ レ
イ！﹂﹁今度はこうしてみたい﹂
という声があがっています︒

認証保育所
﹁保育所 空飛ぶ三輪車﹂
ジョイント畳の購入

板の間に敷いていた畳は︑長
年使っていたため傷みが激しく︑
ささくれが目立っていました︒
新しい畳を購入し︑板の間各
室に落ち着いた空間を作ること
ができました︒以前の畳より大
きいので︑子ども達も〝ほっとで
きる場所〟と
して畳の上で
遊んだり︑本
を読んだりし
ています︒
大切に使わ
せていただき
ます︒

市内在住・在勤の方

掲載作品募集
対象

一人一句まで︑未発表の作品のみ︒

内容は福祉と関係なくてもＯＫ！

応募方法

総務係

月の１日に発行予定︶

ＦＡＸ ３９３ ０
‒４１１

月・

福祉だより発行日の１ヶ月半前までに応募すると︑
翌号に

作品・氏名・住所を記載したものを︑
郵送・持参・ＦＡＸ・メールで︒

掲載号

社会福祉協議会

掲載されます︒︵３月・５月・７月・

応募先

‒ ‒

soumu@hm-shakyo.or.jp

〒 １８９ ０
‒０２２ 野口町１

E-mail

※掲載作品は当方で選び︑
氏名と町名を記載します︒

応募作品は返却しませんので予めご了承下さい︒

福祉だよりは、点字版、音訳テープも発行していますので、ご利用下さい。

平成
寄付金︑募金を財源としています︒
第４次地域 福 祉 活 動 計 画
ぜひ︑社協の会員となって︑福祉活
動を応援してください︒
二年目に突入した第 次計画は︑地
域懇談会をきっかけとした町ごとの取
相談事業の取り組み
り組みが広がりつつあります︒既に秋
津町・青葉町・諏訪町で
﹁見守り活動﹂
が︑
高齢や障害などによって判断能力が
萩山町で
﹁あいさつ運動﹂
が始まってい
低下した方のために︑
﹁権利擁護﹂に関
ますが︑他の町でも新たな活動の兆し
する相談も行っています︒そのうちの
が見えてきました︒
一つ︑地域福祉権利擁護事業の契約件
活動計画の推進委
数は︑都内でも
員 会 も ４ 回 開 催 し︑
３番目となって
様々な世代の方が計
います︒
画に参画できるよう
また︑地域包
な環境づくり等につ
括支援センター
いて熱く話し合い︑
フ
では毎月出張相
ェイ ス ブ ッ ク﹁ ぽ ん
談会を開催する
たくんのまちづくり
など︑積極的に
日記﹂を始めました︒
地域へ出向きま
した︒

独自事業の 取 り 組 み

課題発見から支援に
つなげる仕組みづくり
今年の４月から６月にかけてＮＨＫ
で放映されたドラマ﹁サイレント・プ
ア﹂をご覧になりましたか？主演の深
田恭子さんが演じたのは︑社会福祉協
議会のＣＳＷ︵コミュニティ・ソーシ
ャル・ワーカー︶でした︒役割は︑地
域の中で課題を発見して︑一緒に支援
をすることです︒
東村山市社協でも︑地域担当職員を
中心にしながら︑ＣＳＷの役割が果た
せるように︑これから東村山市とも協
議をしていく予定です︒

ほら来たぞ

毎年10月に行われる赤い羽根共同募金。この募金は、
「自分のまちで集まっ
た募金を、自分のまちのために使う」という仕組みのもとで行われています。

感謝状 白ゆりの花 そっと添え
︵萩山町

はつえ︶

12

ご存知ですか？ 共同募金のしくみ
花びらが 水面に流れ 鴨遊ぶ
髙橋

10

15

東村山市内で集められた募金が各施設に配分されるまで
︵諏訪町

音順で掲載

東村山地区配分推せん委員会（社協 総務係内） ☎３９４ ６３３３ 〒189 0022 野口町1 25 15

申請・問合せ先

配分には、Ａ配分（申請限度額200〜800万円、申請は都共募）とＢ配分（申請限度額30
万円、申請は東村山地区配分推せん委員会）があります。それぞれ申請できる団体・事業
内容等が異なるので、詳しくは下記にお問合せください。

配分の種類

市内の施設・団体
が配分申請をする

都共募が各
施設への配
分額を決定
（３月上旬）
氏名

25

プラチナ・プラン・カレッジ

市内の施設・団
体に配分され、
利用者さんのた
めに使われる
（４月以降）
東村山地区配分推せん委員会で各施設
の配分事業について評価し、配分額の
案を作成・都共募へ伝える（１月下旬）

自治会・町
会のご協力
による募金

諏訪町地域懇談会

福祉協力員会活動やボランティアセ
ンターの運営︑福祉教育の推進︑ふれ
あい事業︑移送サービス事業︑車いす
短期貸出事業は︑社協が独自に実施し
ている事業です︒
平成 年度に開催
したプラチナ・プラ
ン・カレッジは大勢
の方が受講し︑同窓
会を結成︒新たな一
歩を踏み出しました︒
これらの独自事業
は︑市民の皆さまか
らいただく会員会費︑

※平成25年度の事業報告・決算はホームペー
ジに掲載する他、
社協事務所で閲覧できます。

市内での募金活動
（10/1〜31）

出張相談会
寄席「オレオレ詐欺に
あわないために」

支出の部
（繰入金を除く）金額（千円）（％）
福祉のまちづくり事業
99,437 18.9
相談事業
147,104 27.9
在宅福祉サービス事業
79,554 15.1
施設の運営
56,344 10.7
貸付事業
16,785
3.2
その他
4,808
0.9
組織の運営
121,886 23.1
当期資金収支差額
957
0.2
支出合計
526,875 100.0

集まった募
金を都共募
に預ける
50

〜集まった募金が地域で使われるまで〜
!!

25
4

収入の部
（繰入金を除く）金額（千円）（％）
補助金
145,140 27.5
受託金・運営費
261,744 49.7
会費・寄付金・共募配分金 24,377
4.6
介護報酬・支援法報酬
73,640 14.0
事業収入・授産事業収入
16,942
3.2
資産の運用、雑収入
5,032
1.0
収入合計
526,875 100.0

25

平成25年度
決算報告
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高校や大学等へ入学した場合

受験を予定しているお子さんの塾代や受験料の費用を一定所得以下の世帯のかた
へ貸付けする制度です。
申請受付期間はお子さんが貸付けの対象となる年度の２月中旬までです。

対象となる子ども

学習塾等 受講料貸付金 中学３年、高校３年など

上限 27,400円
（４回分）

※

上限 105,000円
（３回分）

収入要件等、その他貸付要件があります
ので詳しくは窓口までお問合せください。

利用された方の声

30

10
19

久米川駅
南口

いっぷく通信

至新宿

18

!!

西友

ふれあいスペース「いっぷく」
バラエティーショップ
は栄町にある、地域の方たち
タイコー
洋品
美容室
いづみや
が交流する場所です。毎月下
記の団体が多くの方たちとふ
あかぎ
ふれあいスペース
「いっぷく」
れあう活動をしています。
お気軽にお出かけください！ 東村山市栄町２ 38 ９ ロワール久米川１Ｆ
ウイング通り

参加費から必要経費を除いた
収 益 を 福 祉 に 役 立 て て い ま す︒
過去 回の累計は約８３０万円
になりました︒大勢の皆さんの
出演をお待ちしています︒
開催日
月 日︵日︶
会場
中央公民館ホール
募集人数
名
参加費 ６千円
︵個人／２コーラス︶
申込み 往復はがきに住所・氏
名・ 曲 名・ 歌 手 名 を 記 入 し︑
７月 日︵金︶必着
主催
大会実行委員会
問合せ 社会福祉協議会
総務係 ☎３９４ ６３３３
17

第18 回社協チャリティー
カラオケ大会 参加者募集

25

モザーク通り

12

中部地域
包括支援センター
出張相談会のお誘い

10 24

5

至所沢

問合せ

社会福祉協議会 資金担当
☎３９４‒ ６３３３
月〜金曜（土日祝日を除く）
午前９時〜午後５時

地域包括支援センター
よりお知らせ

12

★ご相談には予約が必要です。
事前にお問合せのうえ、来
所の予約をお願い致します。

地域包括支援センターは︑東
村山市に５箇所設置されており︑ 昨年度より︑毎月出張相
高齢者が安心して地域で暮らし 談会を開催しています︒内
ていけるよう︑介護・福祉・健 容は相談会︵１時間︶と講
康などに関する様々な相談をお 話︵１時間︶︒予約不要︑直
受けする窓口です︒また相談だ 接会場にお越しください︒
けではなく︑介護等についての ︻７月︼
講座等も行っていますので︑お 日時 ７月 日︵木︶
問合せの上︑是非お出かけくだ
午前 時〜 時
さい︒
会場 本町４丁目

都営アパート７号棟
問合せ先
だんらん室
︻北部︵廻田・多摩湖・
諏訪・野口︶︼ ︻８月︼
☎３９７ ５１２３ 日時 ８月 日︵水︶
︻西部︵富士見・美住︶︼
午前 時〜 時
☎３９７ １０９１ 会場 久米川憩いの家
︻中部︵本・久米川・恩多︶︼
☎３９４ ６６６２ ＊内容はいずれも︑相談会
と講話﹁熱中症予防﹂です︒
︻東部︵秋津・青葉︶︼
☎３９２ ６３８８ ＊９月以降については︑お
問合せください︒
︻南部︵萩山・栄︶︼
☎３９０ ２２１１
10 20

青葉町２丁目第３仲よし広場

連帯保証人が１名必要です。

︵第２弾︶ ／

⬅案内のパンフレット

※申込日の年度初めに20歳未満で、中学
校・高校既卒者、高等学校卒業程度認定
試験合格者

50代女性▶ 年子の長男と次男がいるの
で、昨年に引き続き高校受験で利用しま
した。
周りが塾に通い始める中、家計のこ
とを心配する次男は塾に行きたいと言い
出すことができないようでした。しかし、
この制度を利用することで、家計の負担
を気にすることなく夏期講習から塾に行
かせてあげることができました。受験料
も利用したことで、費用負担がほとんど
なく高校受験を終えることができました。

1,268,357 円

18

上限 200,000円

中学３年生など※
高校３年生など

福祉バザー報告

売 り 場 で の ち ょっ と し た 会 話
が バザ ーの 醍 醐 味！ 赤 ちゃん
や子ども︑高齢の方︑障がいの
ある方などた〜くさんの笑顔
皆さ
に出 会 え た福 祉 バザー
ん来てくれてありがとポン！

受験料貸付金

貸付限度額
※

第 183 号

売上総額：
︵第１弾︶５／
社会福祉協議会 駐車場

〜受験生チャレンジ支援貸付事業のご案内〜

り
第41回

返済が免除されます!!

（塾代や受験料の貸付けを無利子で行います
（塾代や受験料の貸付けを無利子で行います）

種類

よ

今年も両日ともに晴天に
恵まれ︑午後には売り場に
並ぶ物品がほぼなくなるほ
ど︑大勢の人でにぎわいま
した︒
物品のご寄附︑また当日
ご来場いただいた皆さまあ
りがとうございました︒売
上は地域福祉活動へ大切に
使わせていただきます︒

学を
お 子さん の 進
応 援 し ま す！

祉

日

時

名

称

第１火曜日
ベルマーク
13:30 〜 15:00 ボランティア

内

容

第４水曜日
10:00 〜 14:00

井戸端

考

ベルマークを集計し
初めての方は☎を
て、市内小学校を応援!

第１水曜日
美味しいコーヒーと
ミニ喫茶「はぎ」
10:00 〜 14:00
お菓子をどうぞ
第２水曜日
10:00 〜 12:00

備

コーヒー１杯
150 円

生活に役立つ情報交
換。視覚障害者のサロ 初めての方は☎を
ンです

第２, ３木曜日
さかえ
13:30 〜 15:00 お元気クラブ

ストレッチや筋トレなど 参加費 100 円
体操中心のサロンです 初めての方は☎を

第２, ４金曜日
座って出来る
10:00 〜 11:30 体操教室

音楽に合わせ太極拳を
初めての方は☎を
取り入れた簡単な体操

第３木曜日
世界平和
10:00 〜 12:00 女性連合

プリザーブドフラワー
作り

第３金曜日
お料理男子
10:00 〜 12:30 クラブ

男性のお料理サロン
参加費 300 円
皆で買物、調理します 初めての方は☎を

第４火曜日
栄サロン
13:30 〜 15:00

おしゃべりを楽しむ
サロンです

第４木曜日
一九さん
10:00 〜 12:00

ボランティア活動の情
参加したい方は☎
報交換など。話し合いに
を
参加したい方はどうぞ。

第４木曜日
サロントトロ
13:00 〜 15:00

おしゃべりを楽しむ
サロンです

第４金曜日
家族介護者の会 家族介護者の方の
13:30 〜 15:00 らくらっく
つどいの場です

材料費（１回あた
り）2,000 円以内

参加費 100 円
初めての方は☎を

参加費 100 円
初めての方は☎を
参加費 100 円
初めての方は☎を

問合せ先：東村山市社会福祉協議会 まちづくり支援係 ☎３９４ ６３３３

使用済み切手、ベルマーク集めてます！ボランティアセンター☎396-1533

福

第 183 号

祉

だ

よ

り

2014年（平成26年）７月１日

今年の夏は、新しい自分を発見しよう！

（4）

東村山ボランティアセンター
東村山市野口町1‑25‑15
☎ 042‑396‑1533
℻ 042‑393‑0411
http://hm-shakyo.or.jp/vc/
E-mail vc@hm-shakyo.or.jp

夏！2014

体験ボランティア

高齢者施設での活動
夏祭りのお手伝い

色々な活動

夏休みを利用して、ボランティア活動に参加してみませんか。
メニューから
★活動期間 ７月25日（金）〜８月31日（日）※日時と活動先は選べます 高齢の方、障害のある方、子どもたち、ボランティアグループなど、
選べるぽん！
★活 動 先 市内の福祉施設・公共施設・ボランティアグループなど
たくさんの人たちがあなたとの出会いを待っています。
★対
象 市内在住、在学の小学５・６年生、中・高・大・専門学校の学生 「やってみようかな？」と思ったら、迷わず申込んでね！
★定
員 100名（先着順）
☆説明会 ① ② ③ ④のいずれかに参加
☆報告会 ① ②のいずれかに参加
★参 加 費 500円（資料代、ボランティア保険代）
① ７月10日（木） 午後５時〜６時
８月26日（火）
★参加要件 説明会（今年度から活動の申込み方法が異なりますので必
②
〃
午後７時〜８時
① 午後２時〜午後３時30分
ず参加してください）と報告会に参加すること
③ ７月11日（金） 午後５時〜６時
② 午後５時〜午後６時30分
★申 込 み ７月５日（土）までにボランティアセンターにお電話下さい
④
〃
午後７時〜８時
会場はどちらも社会福祉協議会です
（受付時間 午前９時〜午後５時）

毎年好評！

ボランティアグループ一覧完成！

第６回＜夏休み学生企画＞

「このボランティアをしてみよう」
「このグループに頼んでみよう、
交流してみよう」という方々に活用してもらえたら嬉しいです。

災害復興支援
ボランティアバスツアー
参加者募集
（２０名）

❖発行 ボランティアグループ懇談会／東村山ボランティアセンター
❖頒価 １００円 ※ご希望の方は、ボランティアセンターへお越しください。

子ども分野
を紹介します
「富士見図書館友の会」

８月５日
（火）
午前６時～午後７時

活動内容

◇集 合 場 所：社会福祉協議会
◇集 合 時 間：午前６時

人形劇の上演の他、人形の貸出、絵本などの読み聞かせ、
歌や手遊びなど。
「昭和55年の発足時から、小平特別支援
学校との交流を続けている他、東村山福祉園のクリスマス
会にも出かけています。交流の際には、手作りのお人形を
プレゼントしています。喜ばれると、
やりがいもあります。
」
と代表の丸本さん。

◇行 き 先：福島県いわき市平中央台第４応急仮設住宅
◇活 動 内 容：仮設住宅の子供たちとの交流。昼食作り等。
◇対

象：中学生、高校生、大学生

◇参 加 費：3,000円
※ボランティア保険未加入の方は、保険加
入が必要です。
（天災Ａプラン600円）

手遊びの様子

長く活動を続ける秘訣は？

◇申 込 み：ボランティアセンターへ電話でお申込み下
さい。７月５日
（土）午前８時30分から受
付開始。定員になり次第、受付終了。

「子ども達の笑顔を観たいから続けています。会も和や
かで、引越ししてからも遠方から活動に来てくれる方もい
るし、アドバイスをくれる先輩もいます。先輩方が築き上
げてきたこの活動を絶やさずにいたいです。無理せず、で
きる人ができる事をやる、それがよいと思っています。
」

※参加条件として、７月29日
（火）午後７時か
らの説明会に出席すること。申込みは、電話
１件につき、１名とさせていただきます。

大きなかぶ を熱演中

仲間も募集中！
編集後記

季節の移ろいは早いもの
ではや半年が経過しました︒
この号が出るころにはサッ
カーのワールドカップも佳
境に入っていることでしょ
う︒福祉だよりも先月号か
らより親しみをもって頂け
るようフルカラー化に取り
組みました︒まだ︑一号の
みのお届けですが︑どのよ
うな印象をもたれたでしょ
うか︒福祉だよりは市民の
みなさまに社会福祉協議会
の 事 業 内 容 を お 知 ら せ し︑
福祉の啓発に努めることを
目的として発行しています︒
４月に開催された社協大会
のプログラムの一部で︑社
協の紹介コーナーのＱ＆Ａ
の中で︑
﹁しゃきょう﹂って
﹁写経﹂のことですか︑との
エピソードもあり︑広報活
動のより一層の充実が求め
られるものと︑心を新たに
しているところです︒
高瀬清仲︵栄町︶

楽しく活動できる仲間を募集中です。
メンバーの川前さんは、
「私は３年ほど前からこの活動を始めました。ボランティ
アだからこそ自分たちも楽しく、
無理をしないで活動していきたいです。
」
と話します。
児童館で行う人形劇の上演を取材させていただきました。
手作りのお人形は温かく、優しい顔をしていて、会の様子がそのまま表れている
ようでした。
そんな魅力いっぱいのグループで、あなたも活動を始めてみませんか。

ご自宅で治療から口腔ケアまで
歯科医師がご自宅や施設へお伺い致します

医療法人社団 相明会

パール歯科

東京都東村山市栄町1‑6‑8 中村ビル１階
フリーダイヤル 0120‑438‑148
http://soumeikai.com/
※治療はすべて保険診療です

次号は2014年10月１日号です。

