ǲǮ
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ɻīඪൌঅޏ
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ߔɐȹɛɅާȱɘȱȹă
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ʴˁˋʞɻɺᅤਆާޏ Ɉ Ȥඪɣȵ
次のとおりボランティア養成講習会を開催します。いずれの講習会も参加費は無料です。
各講座は、初級講座です。どんなことをするのか知っていただくだけでも結構です。
お気軽にご参加ください。
お申込は、ボランティアセンター
（☎２３−５６１８）までお願いします。

手話は、聴覚に障がいのある方と情報交換をするコミュニケーション
の一つです。テキストにそって基本的な手話を学び、聴覚障がいについ
て正しい理解を深めます。
間：５月14日（火）〜７月30日（火） 19：30〜21：00
全12回（毎週火曜日に開催）
場
所：しんしろ福祉会館２Ｆ ボランティア活動Ｃ・Ｄ室
定
員：５名
備
考：テキストは本会がご用意します。
講
師：加瀬川 憲由 先生
通訳 幸村 裕子 氏
申込締切：５月８日（水）
期

手話講習会

音声訳とは、視覚に障がいのある方の目の代わりに、声で情報を伝える
もので、文字で書かれているものを音声に書き換える作業をいいます。
発声、発音、アクセントなどの基礎練習を中心とした講習会です。
間：6/6、6/20、7/18、8/1、8/29、9/5、9/19、10/3、
10/17、10/31 木曜日 13：30〜15：30 全10回
場
所：しんしろ福祉会館２Ｆ 研修室Ａ
定
員：10名
備
考：テキストは本会がご用意します。
講
師：夏目 久子 先生（豊橋明生会館）
申込締切：５月24日（金）
期

音声訳講習会

ိ42༃

Ķʴˁˋʞɻɺߤ။ঃķ৩ఛ Ɉ Ȥඪɣȵā
ボランティアの方々が安心して活動を行うため万が一の事故・傷害などを補償する
「ボランティア活動
保険」
があります。平成30年度にご加入いただいておりましたボランティアグループ・個人の方につきまし
ては補償期間が平成31年３月31日で終了しております。保険加入を希望される方は改めて31年度分の加
入手続きが必要となりますので、お早めにお手続きをお願いいたします。
４月１日以降のお申込みにつきましては、保険適用期間は加入手続きを完了した翌日からの適用となり
ます。
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ဏൌঅဦʋˋʇĜ˃ೊ
āڈඪॻଜޏဏࢾࡼޏɈိ41༃
ဏൌঅဦʋˋʇĜ˃ɅȤȞɀĂఛ௱ຑ
ߔ৫ǎ༃౺ā
ౝۺቴȯɭɈ࿚ĂĶழȯɄ
ȷɈێȾɁķȦೊȱɘȱȹăȤɛɁɂȠ
ȮȰȞɘȳăɄȤĂ࿚ɉڈඪॻଜޏဏࢾ
ࡼޏʳĜʸʲĜʐȥɣȮᅿȞȹȺȫɘȳă
ā༃ɉॻݚ453৫79:၂Ɉ࿚ɈܾၕȦ
ȜɤĂఛ௱ીȥɣɉழߔ৫Ǒ৫Ăෂߔ৫ǎ৫Ă
ຑߔ৫Ǎ৫Ɉो25შɈܾၕȦȜɤɘȱȹă
ȮܾၕȞȹȺȧȜɤȦɂȠȮȰȞɘȱȹă

ʴˁˋʞɻɺߤ
ૢࣞ Ɉ Ȥඪɣȵ
āȭɈૢࣞɉĂఛ௱ીɅȤȫɥʴˁˋʞɻɺߤైమɈȹɛĂʴˁˋʞɻɺߤɬȱɀȞɥචൌ
Īʈ
˃Ĝʯī
ɅൎȱɀĂɢɤཡ๐โɄߤɬ๐ާȱɀȞȹȺȩȹɛɅĂࣸɬৄȳɥɜɈɁȳă
■ボランティアとはāીმĪୣმī
ێఱɌɂɤɈཡโɄૂڷɅɜɂȿȞɀĂࣸೌโɄᆀܗɄɃɈॽ
၄ɤɬ࢙ɛɥȭɂɄȩĂණۊଜޏɬୣəɢȩȳɥߤɞ഼ଞɬૅȢɥߤɄɃɈଜޏ
โߤɅ़ɩɥȭɂɁȳă
■申請資格āఛ௱ીଜޏဏࢾࡼޏʴˁˋʞɻɺʓˋʗĜɅሃȱɀȞɥචൌɁĂݚڬɈ௸ॣɬ
ȹȳɜɈɂȱɘȳă
āāāāāā❶โȥȾॅറโɄߤोކɅࡊȿȧಓ࣡โɅߤȱɀȞɥă
āāāāāā❷ఛ௱ી໘ɁߤȱɀȞɥă
āāāāāā❸ޏഥĂૢࣞोކĂૢࣞၡਠĂେૅᅅધஙĂେૅड़ધஙȦȯɦɀȞɥă
āāāāāā❹ɘȹɉࡅࣞຑȥɣɈၒɞڳ൵ɁɩɦɀȞɥૢࣞɁɄȞȭɂă
āāāāāā❺Ʉߤ໘ᅎȦᄵɈߤɁɉɄȞȭɂ
Īଌྣେɉჟɂ৽Ȣɘȳīă
■助成金額āࣸɉຎ༃໘Ɉචൌ
Īʈ˃ĜʯīȦȠૢࣞɅྼᅟɄॄྣɬൎɂȱĂǐܟɬ
ঔߗɂȳɥăȹȺȱĂᆮྣɉதȧɘȳă
āāāāāŦʴˁˋʞɻɺߤૢࣞɈᅅધɈཱྀڱ໘ɁȳɥȹɛĂడಃචൌɈॣౘຑɈ࣍
ɅɢȽɀɉడಃࣸߗɬঌߗȱɀड़ฤɬȠ௲ਗȦȜɤɘȳă
■申請期間āိ42༃ǐॢǍ
Īॢī
ġǑॢ42Īࣸī
■申請方法āࣸຑৄడಃᅙɅ࠲बஙᇆɬ๒ȢɀȮอȩȺȯȞăడಃᅙɉĂȱɭȱɧဏ
࠵ޏĂʓˋʗĜɅȜɤɘȳăɘȹĂʳĜʸʲĜʐȥɣɜʘɾˋ˅ĜʡɁȧɘȳă

詳細は、各窓口に問合せください。
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ૢࣞ ɈȤඪɣȵ
ණۊɏɦȜȞૢࣞɈȤඪɣȵ
āȭɈૢࣞɉĂဲȲȭɜɤȦȻɄᇖଞĂ௩ȦȞଞĂાۋɀෂɈపાຑɅ
ൎȱɀĂॎɅୠȢɥɏɦȜȞɈ௲ɬอࢷȱĂᆏ౺ߤɈෳɞছᆏࠐɈސ
ຑɬూɥȹɛɅଲɤ೨ɚߤɅൎȱɀĂᅅધɈཱྀڱ໘Ɂࣸɬৄȳɥ
ɜɈɁȳă
ࣸߗĤĤࣸɉຎ༃໘Ɉචൌ
Īʈ˃ĜʯīȦȠૢࣞɅྼᅟɄॄྣɬൎɂȱĂǍޑɅ
ȾȧǍఱ411ܟɁધȱȹߗɬঔߗɂȳɥăȹȺȱĂ༃ߗɈ௫ঔɬ51-111ܟɂȳɥă
āāāāāāᇉī༃ǑޑɈߤɁĂǍޑɈઞݡଞȦ41შᅅฤɁɩɦɥߤ
āāāāāāāā41შĿ411ܟĿǑޑŁ56-111ܟāŨāడಃߗɉ51-111ܟɂɄɤɘȳă
డಃࡖ࠰ĤĤိ42༃ǐॢǍ
Īॢīġǐॢ37
Īࣸī
డಃၫၭĤĤࣸຑৄడಃᅙɅ࠲बஙᇆɬ๒ȢɀȮอȩȺȯȞăడಃᅙɉĂȱɭȱɧ
ဏ࠵ޏĂʓˋʗĜɅȜɤɘȳăɘȹĂʳĜʸʲĜʐȥɣɜʘɾˋ˅ĜʡɁȧ
ɘȳă
āāāāāā੧ɉĂණۊဏब
ĪԠǎǏĽǑǒǍǔīɘɁȤᄎਗȵȩȺȯȞă

ાۋɀૅߤܧૢࣞ
āȭɈૢࣞɉĂાۋɀෂɈචൌ
Īʈ˃ĜʯĆʍĜʇ˃ī
Ăɘȹɉાۋɀ
ૅܧචൌຑɅൎȱɀĂɢɤཡ๐โɄߤɈ๐ާɂଌȱȹાۋɀߤ
ɬȽɀȞȹȺȩȹɛɅĂࣸɬৄȳɥɜɈɁȳă
డಃ߆ĤĤఛ௱ીɅ੭ୣɈၫɁĂݚڬɈ௸ॣɬȹȳɜɈɂȱɘȳă
āāāāāāϱโȥȾॅറโɅߤȱɀȞɥචൌă
āāāāāāϲఛ௱ી໘ɁߤȱɀȞɥȭɂă
āāāāāāϳߤ໘ᅎȦᄵɈߤɁɄȞȭɂă
ࣸߗĤĤࣸɉຎ༃໘Ɉචൌ
Īʈ˃ĜʯīȦȠૢࣞɅྼᅟɄॄྣɬൎɂȱĂǍܟ
ɬঔߗɂȳɥă
డಃࡖ࠰ĤĤိ42༃ǐॢǍ
ĪॢīġǑॢ42
Īࣸī
డಃၫၭĤĤࣸຑৄడಃᅙɅ࠲बஙᇆɬ๒ȢɀȮอȩȺȯȞăడಃᅙɉĂȱɭȱɧ
ဏ࠵ޏĂʓˋʗĜɅȜɤɘȳăɘȹĂʳĜʸʲĜʐȥɣɜʘɾˋ˅ĜʡɁȧ
ɘȳă
āāāāāā੧ɉĂოब
ĪԠǎǏĽǑǒǍǔīɘɁȤᄎਗȵȩȺȯȞă

新城市社会福祉協議会

しんしろ福祉会館 ☎23-5618 作手センター（虹の郷）☎38-1481
http://www.shinshiroshakyo.or.jp

ʷʣʟɼ ɏɦȜȞɠɛɌɧɊ
)ණࣾ*
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ǐॢ27
Īݮī!

ଳāāࡹ!

ଳࡹᇻఱऺȞɈݦ

Ǒॢ25Īݮī!

āā!

ୠޏஒ

ǐॢ29
Īᄄī!

āāை

༔ഺୠᅶ
ഽᄆโࢼວᆀᅙૈಡ

Ǒॢ32Īݮī!

ਥāā౧!

ਥ౧ᇻఱऺȞɈݦ

ǐॢ34
Īݮī!

ᄄ ሆ !

ᄄሆȤ

Ǒॢ39Īݮī!

ಀ  ঈ!

ಀঈޏຨ
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ˋɬާȱɀȞɘȳĊ
०য়ʶĜʐʻ
ā
ĨɘɄȞĪȤ଼īĂɩɄȞĪʗʨʋīĂȥȫɄȞĪȤࣸīĩɬঈഥɅ०য়ȿȩɤĆස࠰ȿȩɤɬᄆโɅ
ȠႯౡɁȳă
Ķ०য়ʶĜʐʻˋķɉĂฆɈႯౡɂວȲ˃Ĝ˃ɁȞɘȳă
āႯౡɉĂૄಪɬȞĂᄜɬȾȩɥȹɛɅ৽ȢĂഊɈɬైᆅȱĂ๘ౘɬोધȳɥɄɃຢɞૄಪɬ
ȠȹɛĂඪᅅ႕ɅৌݪȦȜɥɂɩɦɀȞɘȳăɘȹĂඪɣɄȞၫɂɁɜሇɬȱɄȦɣߖȱȩ
ȠȭɂȦɁȧɥȹɛĂ
Ķස࠰ȿȩɤɈ௲ķɅɄɤɘȳăଜࢾȺɢɤ23ॢਖɁઞݡଞɬၕୠȱȹɂȭɧĂ
ට౯28შĂட౯ǏშɈడȱਮəȦȜɤĂǍॢ33Ăȱɭȱɧဏ࠵ޏɁާȱɘȱȹăຎɉĂൌ෮
ᆯɁज़ಌଞȦȜɤɘȱȹȦĂߖȱȩȠȭɂȦɁȧɘȱȹăઞݡଞȥɣɉĂ
ĶႯౡɬɞɤȹȥȽȹȦĂ
ǐఱȞɄȞɂɁȧɄȞɈɁĂȭɈɢȠɄ௲ȦȜɥɂߖȱɛɀᆯȞķĶɘȹĂઞݡȱȹȞăႴଢ଼ɁɜȞȞķ
ɄɃɈȮॽڷɬȞȹȺȧĂ
Ⴔॢ൦ǍĂǏݮᅓɈ
ෂɅާȱɀȞɘȳă
āɘȹĂவȱ˃Ĝ˃Ʌఒ
ȦɄȞɈɁߌȢɄȦɣɠȽ
ȩɤߖȱəȹȞɂȞȠၫȦ
ڤఘȱɀȢɥɢȠ൦ǎĂ
ǐݮᅓɈෂɅ
ĶႯౡ࣋
ଆķ
ɬȽɀȤɤɘȳă
āޣȯɭɜĂబɈ०য়ȿȩɤĂස࠰ȿȩɤɈȹɛɅઞݡȱɀəɘȵɭȥĉ
āઞݡൎɉĂȤȤɚɇ71ਫ਼ڬ௫ɈၫɁĂ௫ࡥɈᄆโɬɜȽɀߤɁȧɥၫɁȳă
āɘȹগȩɄȽɀɩɄȞႯౡ༫ɬȤ૩ȻɈၫɈࡍഡɬȤȻడȱ௫ȬɀȤɤɘȳă
ā੧ɉĂࡥݚɘɁȤॎɅȤᄎਗȵȩȺȯȞă
Ȥɤā
ȹ

ණۊဏबāඐຎāఉāԠǎǏĽǑǒǍǔ

新城市成年後見支援センター
司法書士による無料相談会を開催します
āഊറĆۆદယߠĆოᆅĆڷষॽऴᄝɄɃɈၭᆍڻɬȠ༃ষॽ౫ɈᆀᅙɅȾȞɀɈഊඨ
ޏɁȳă౫ɅȾȞɀȱȩඪɤȹȞၫĂറȧɅȤ༎əɈၫȶɌȮഊඨȩȺȯȞă

312:༃ǒॢ22իā24ć41ġ27ć41
āāฤāۙŜǐშ
āā௲āஒŜȱɭȱɧဏ࠵ޏāǎǢ
āāāāᅅᄝ౫ɁȳɈɁĂɘȴɉʓˋʗĜɘɁȤᄎਗȵȩȺȯȞă

ā
ᄎਗȵಪāā新城市成年後見支援センターāԠ２４−９８１１

ߔĆ౺ߤૅࣞૢܧ
ࢾᆵࡅࣞĆၭఱ ᅕ
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TUP QĊ!  ᇖ ଞ ࢌ 
ᇖଞɈസউɬଳɥȹɛɅૐȹȻȦɁȧɥȭɂ
āယɈఱ౺ɬယɁड़ɛĂୈڱȥɣȷɈૃڷɬസ୭ȯɦɥȭɂɉĂގীɈྼᅟɈᄵჟɅȥȥɩɣȴඋɜȦ
ႊɚȭɂɁȳăȷɦɬႄȬɥᇖଞࢌɉĂඋɈబɅɜబࣷɅࡧȭɤȠɥᄎ൨Ɂȳă
āȧɄᄎ൨Ȧཡ౺ȳɥɅૅܧȳɥȹɛɅĂᇖଞࢌɅȾȞɀඪɤĂൎܾɬ৽ȢɘȱɡȠă

ǍąᅕęɄवൔɈࢌȦȜɤɘȳ
ࢌɈɄହᇆ
Ćబൌโࢌ
Ćఘᆅโࢌ
Ć౯โࢌ
Ćॄโࢌ
Ćގীɞ౦ሇɈၪࡘĆၪ

ǎąȮࣷஒɅȭɭɄᇖଞɉȞɘȵɭȥĉ
āśȦȾȞȹਐᄆȦഽȞɕɃૅܧɈྼᅟ౯ȦȞൔɁȳă
ǍąႉᆵɬିȫɀȞɥĂɃɄɣɦɥĂ
āā༃ࣸɬຈɣɦɥɄɃɂ೪ȢɀȞɥ

ǒą࠰Ɂɜ۫টȦဲɘȽɀȞȹɤ
āāࣷઽɬॽȥȫɄȩɄȽȹ

ǎąȜȰɞȦȜɥɈɅᆅᄻɬဧȞɀɜ
āāɉȽȧɤȱɄȞ

Ǔąݦȥɣხɤ౾ɞ࢛ȧ౾Ȧ
āāဧȭȢȹɤĂȧɄဘݙȦȳɥ

ǏąݦരȦގীɁɂɀɜྚɦɀȞȹɤĂ
āāᇖଞɈڏɬȽɀȞɥ

ǔąஓȞɞࠂȞĂ۫ɈɄɈɅ
āāᇖଞȦෳ૪࠰ެɅȞɥ

ǐąގীɞ࿒ɅȾȞɀഊඨȳɥఱȦ
āāȞɄȞɢȠȺ

ǕąގীȦྼᅟɄɈɅĂʍĜʫʑɬ
āāᆀᅙȱɀȞɥᅕાȦɄȞ

ǑąᇖଞɬၸɇɥɂݦരɅ७Ȧɣɦ
āāȹɤĂޏɩȵɀɜɣȢɄȞ

21ąဎȦܸɦɀȞȹɤĂ୕ڽȦȳɥɄɃ
āāȤဇᇨɅȽɀȞɥᅕાȦɄȞ

ǏąࢌȦࡷɩɦɥ࣍ɅȿȞȹɣ
ā௫ࡥɈɢȠɄᇖଞɅȿȞȹ௲ਗɉĂຎʓˋʗĜɘȹɉીᄜஒဏݻɒȮഊඨȩȺȯȞă
āɄȤĂฆၡଞɈྜྷდɉଳɣɦɘȳɈɁȮڤఘȩȺȯȞă
āāఛ௱ીණۊၟߣૅܧʓˋʗĜāāāԠǎǏĽǒǔǍǌ
āāఛ௱ીᄜஒāဏݻāāāāāāāԠǎǏĽǓǒǎǐ

ġ੭൮ގীଞɈȾɃȞġ

డਮᅟ

ā૪āိ 42༃ǐॢ2:Īࣸī
ā24ć41ġ26ć11
௲āஒāఛ௱ીଜޏဏࢾࡼޏĪȱɭȱɧဏ࠵ޏǏިī

ȤɬɈəɄȦɣ
ގীɈ༎əɬ
ʑʛʅ˂ȱɘȵɭȥă

ൎāāএ੭Ă੭൮ɁގীɬȯɦɀȞɥၫ
āఛ௱ીɅȤୣɘȞɈᇖଞɈၫɁĂȤਲɤȮɂఘ༯ȮɂຑȮȰȞɘȱȹɣĂɘȴȮഊඨȩȺȯȞă

ఛ௱ીණۊၟߣૅܧʓˋʗĜāԠǎǏĽǒǔǍǌĆǎǐĽǒǑǑǌ
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ྥ௵ࣦఊۙၕୠ

ގীଞɈȾɃȞ

自分の家族や自分自身が利用したいと思
う職場を一緒に作りませんか？
●職

種／デイサービスセンター

āǏॢ24ĪīɅʓˋʗĜĶɈࣕķɁގী
ଞɈȾɃȞɬާȱɘȱȹɂȭɧĂǕშɈၫɈઞݡ
ȦȜɤɘȱȹă
āޑɉĂၔɈࠡীಮᄑߔ৫Ɉટ໘گݡાಪ౺
ɬȤȧȱĂ
ĶᇖଞɈ܉ᅤɂૢɅȾȞɀɈȤ
ሇķɂȱɀယȥɤɞȳȩਆܩȞȹȺȧɘȱȹăȷɈ
ষɈઞݡଞວɈৄᆔޏɁɉĂਰɈގীɅȾȞɀ
ࠐȲɀȞɥȭɂɞ༎əɄɃɬሇȱɄȦɣĂሆɞȥɄ
ဥڱɈෂɁৄᆔɁȧɘȱȹă
āઞݡଞȥɣɉĶඦɈގীɬȳɥɄȥɁɂɀɜઞ
৽ɅɄȽȹăķĶɘȹઞݡɬȱȹȞăķɄɃɈ౾Ȧ
ȧɘȱȹă

介護職

●勤務地／しんしろ福祉会館（東沖野）
●資

格／不問
（介護資格、受講修了者優遇します。）

●募集人数／若干名
●時

給／900円〜1,020円

※勤務日時間は相談に応じます。
●職

種／デイサービスセンター・
ショートステイ 介護職

●勤務地／虹の郷（作手高里）
●資

格／不問
（介護資格、受講修了者優遇します。）

●募集人数／若干名
●時

給／900円〜1,020円
夜勤 １回20,400円

※勤務日時間は相談に応じます。
詳細は 23−5618 までお問い合わせください。

寄 贈 車 両 紹 介
２月13日
愛知県社会福祉協議会において、
生命保険協会愛知県協会様より
ふれあい号の寄贈をいただきました。
権利擁護をはじめとした活動や
訪問などに活用させていただきます。
ありがとうございました。

社協会員にご協力いただきました法人さま 第四回報告分（敬称略）
《東郷地区》・㈲ウイポップ新城工場

《作手地区》・㈲鈴木工務店

ご協力ありがとうございました。

共同募金にご協力いただきました団体・法人さま 第二回報告分（敬称略）
《団体・施設》・新城図書館

ȱɭȱɧଜࢾȺɢɤāိ42༃ 5 ॢਖ

《法

人》・㈲ 今 泉 紙 店

ご協力ありがとうございました。

ဏ Ʌᄜ ᆏɀ ɀ
ǏॢǏĪīĂᅝʌ˃ʭࣼߖငɁ
൦39ޑఛ௱ીმၽᅰණࣾʌ˃ʭޏȦާȯɦĂ
ઞݡଞȥɣഽȩɈʙʻ˂ʞɻၕࣸȦࡍȵɣɦɘȱȹă
ණۊɈဏɈȹɛɅɂĂ
၀ࣣāড়ఒāޏଌۙڳෳᅕȥɣ
ଜޏဏࢾࡼޏɒࡍȯɦɘȱȹă

āŖࡍȤᇏʋĜʢĜŖā

平成 31年度

愛知県
『福祉・介護の就職総合フェア
〜 東三河 〜』

əɄȯɘɈڷȜɤȦɂȠȮȰȞɘȳ
Ĵࡍࣸĵ
Ćކ܇௫܇ၹರଌޏۙڳāᅕ!
Ćఛ௱ીმၽᅰණࣾʌ˃ʭޏଌޏۙڳāᅕ!
Ćᄘࣕᄿᄯ!ޏ

21-111ܟ
222-711ܟ
21-692ܟ

Śɂāȧćǒॢ34թāষǍ૪ġǐ૪
āāāāāŦ࢙ఊଞିɉষǏ૪56ယɘɁ

Ĵࡍഡ࿚ĵ
Ćີāშā
ᅕ!
ʗʂ˃
Īಀྪીīᅕ!
ຜݹાĪ31൜ī
Ćణඇ༝౽ۿ૧
Īಀྪીīᅕ!
ݹાࢅਗȵĪ31൜ī
Ćణඇ༝౽ۿ૧
ᅕ!
ȤɚȾĆʩʛʡĆȤȱɤɏȧຑ
Ćᓖငāড়ાā
ᅕ!
ᆮ
Ć૨ ᓖ ૧ā
ᅕ!
ஙಔ
Ćີāშā
ᅕ!
Ⴏౡ༫
Ć႘ರāළā

Śɂȭɧć˅ˇʐĜ˃ʳʞ˃ၹ࣌
āāāāāĪၹ࣌ીນ൲෨252ī
ŚൎāćఛലᅅฤɈߔ౺Ȥɢɍ࢙ཾێఊଞ
Ś໘āᅎć࢙ఱૢࣞஒɂɈಞჶඨɞ߆Ʌ
āāāāā࠲ȳɥഊඨĪ71ၭఱઞݡᅅฤī
ŚȷɈ഼ć௲ᆧჟᆧɁ૪൞௲ݢ༑

ŖޮࡹࣸܧɬၕୠȱɀȞɘȳŖ

Śᄎਗȵಪćၹ࣌ીଜޏဏࢾࡼޏ
āāāāāāၹ࣌ીဏఱ੮ʨˋʇ
āāāāāāāĪԠ 1 6 4 3 Ľ 6 3 Ľ 2 2 2 2ī

Ćိ41༃႘ັޠගచຄငණరޮࡹࣸܧ
āāāāā312:༃Ǖॢ41ɘɁࡖ࠰ܤෳɂɄɤɘȱȹă

Ćိ39༃छႨණరࡹࣸܧ
āāāāā3131༃Ǐॢ42ɘɁࡖ࠰ܤෳɂɄɤɘȱȹă

＊みなさまのご協力をお願いいたします＊
ŝିഋ
āāȱɭȱɧဏ࠵ޏĆʓˋʗĜ
ĪɈࣕī
āŦ੧ɉĂࢼວၕࣸޏఛ௱ીૅޏĪԠ34Ľ6729īɘɁȤᄎȞਗɩȵȩȺȯȞă

ჟᆧഊඨɈȤඪɣȵ
ഊāāā
ඨ
āāāშ

ၭᆍഊඨ
၉ীɅɢɥၭᆍഊඨɁȳăࣸೌĆණĆ
పાĆഊറĆۆɅ࠲ɩɥȭɂɄɃɈ
ഊඨɅܾȲɘȳă
ŦૢɈᅅᄝȦྼᅟɁȳă

ষǍ૪〜ǐ૪ɈާɁȳăȤॎɅȮഊඨȩȺȯȞă

ɂāāāȧ
ǐॢ21Īī
Ć35
Īī
ŦǍĪॢīȥɣᅅᄝާ
Ǒॢ26Īī
Ć33
Īī
ŦǓĪݮīȥɣᅅᄝާ

৫ĂɌȧȭɜɤĂລȥɄȞຑાɃɜɈ
ᆏɅڤɬၨȢɀȞɥȮݦരɈഊඨɅܾ
Ȳɘȳă

ᄎਗȵಪ

ȱɭȱɧဏ࠵ޏ
ഊඨଆ
ԠǎǐĽǕǔǍǍ

ǐॢā5Īᄄī
ĆǑॢā:
Īᄄī

ȱɭȱɧဏ࠵ޏ
ഊඨଆ

ǐॢ28Īī
ĆǑॢ26
Īī

ఛ௱ીާཡʓˋʗĜ
ഊඨଆ

ǐॢā9Īॢī
ĆǑॢ24
Īॢī

āāɈāāࣕ

ԠǏǔĽǍǐǔǍ

ǐॢ22Īᄄī
ĆǑॢā:Īᄄī

ȱɭȱɧဏ࠵ޏ
ഽᄆโଆǝ

ɂɢɉȱଭଞʍʵĜʠ
ʑʞĜʏʿˋ
Ԡ1643.59.8919

ఘ༯Ȯɂഊඨ
მ౺ĆຮۙڳȦĂණۊୣმɈ༎əȮɂਲ
ɤȮɂɈഊඨɅܾȲɘȳă
ȱɭȱɧဏ࠵ޏĆɈࣕɉሇɁɈഊඨ
ɜݢ༑Ɂȳă

ɂāȭāɧ

Ŧഊඨ૪࠰ɉ24;41ġ26;41Ɂȳ
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