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電話659-6307　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10熱 田 児 童 館 だ よ り

児童館があなたのまちにおでかけします！ぜひ遊びに来てください♪
おでかけあっちゃんinオーネストひびの大宝

気軽に参加できる乳幼児向けのイベントです！
今回は熱田児童館での開催です！

あつたっ子ひろばmini

●日　時／11月28日(木)　午前10：00～11：30
●対　象／0才からの未就園児とその保護者　※当日自由参加・無料

歯科衛生士さんによる元気なお口の育て方についてのお話☆
ベビータイム　～元気なお口の育て方～

●日　時／11月5日(火)　午前10：30～11：30
●対　象／乳幼児親子　※当日自由参加・無料

善意の灯 （２０１９年４月１日～８月３１日分）

皆さまからいただいたご寄付は、熱田区の地域福祉に
使用させていただきます。ありがとうございました。

熱 田 福 祉 会 館 だ よ り
電話659-6306　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

みんなでクリスマス会を一緒に楽しもう☆
児童館クリスマス会

食欲の秋！児童館でおやつ作りをしよう♪
あっちゃんクッキング

●日　時／11月30日(土)　午後2：00～4：00
●対　象／小学生、中学生、高校生　15名　●費　用／300円
●申　込／11月24日(日)　午前10：00～

●日　時／12月14日(土)　午後2：00～4：00
●対　象／小学生、中学生、高校生　※当日自由参加・無料

親子で楽しいクリスマス会を過ごそう！
ちびっこクリスマス会

●日　時／12月15日(日)　午前10：00～11：30
●対　象／乳幼児親子　※当日自由参加・無料

熱田区社会福祉協議会では、地域福祉活動を充実させるためのご寄付を受け付けています。
皆さまのご協力をお待ちしております。

●日　時／毎月第3水曜日の午後１：３０～２：３０　１１月２0日、１２月１8日
●担　当／熊澤 和彦医師　●費　用／無料
●申　込／当館におたずねください

医師による健康相談 体にやさしい体操をみんなでやりましょう
●日　時／１2月9日(月)　午前10：00～11：30
●定　員／70名　●講　師／いづみニコニコ体操会講師
●費　用／無料　●持　物／タオル（汗拭き）、飲み物（水分補給）、上靴
●申　込／１１月20日（水）～　午前8：45～入場券配布

熱田体操教室

認知症予防クラブ
一緒に、体を動かしましょう！頭の体操をしましょう！！
●日　時／①１1月25日（月）　②１2月23日（月）　①、②とも午後１：3０～３：００
●定　員／約３０名　●費　用／無料　
●持　物／タオル（汗拭き）、飲み物（水分補給）
●申　込／事前申込不要、当日先着順

●日　時／11月12日(火)　午前10：00～11：30
●対　象／乳幼児親子　※当日自由参加・無料
●場　所／オーネストひびの大宝(熱田区大宝一丁目1番3号)

ぽこあぽこによる人形劇をみよう☆
人形劇をみよう

●日　時／12月7日(土)　午前10：30～11：30
●対　象／乳幼児親子、小学生
　※当日自由参加・無料　※乳幼児～小学生低学年向けの内容です

演芸大会
●内　容／当館で活動している講座・同好会の発表の場
●日　時／１０月２8日（月）　午前9：3０～午後４：0０
●費　用／無料
●申　込／当日自由観覧。どなたでもご覧になれます。

なつかしの童謡、唱歌をみんなで歌いましょう！
●日　時／１2月３日（火）　午後１：30～3：00
●定　員／約120名　●講　師／神谷 佳代子氏　●費　用／無料
●申　込／１1月19日（火）　午前８：４５～入場券配布

オンチ大集合

折り紙倶楽部
●日　時／１2月6日（金）　午後１：30～3：00
●定　員／30名　●講　師／三輪 富代氏
●費　用／無料　●持　物／折り紙（15cm×15cm）、はさみ、のり
●申　込／１1月１日（金）～　午前9：30～

なつかしの名曲をみんなで歌いましょう！
●日　時／①１1月１9日（火）　②１2月9日（月）　①、②とも午後１：３０～３：００
●定　員／約50名　●講　師／林 美郎氏　●費　用／無料
●申　込／①１1月5日（火）～　②１2月2日（月）～
　　　　　①、②とも午前８：４５～入場券配布

歌好き熱まる

●日　時／１2月７日（土）　午後1：30～4：00　●定　員／約１0０名
●費　用／無料　●申　込／事前申込不要、当日先着順

KOHARU亭「落語じゃなくて楽語の会」

電話または
窓口へ、先着順

電話申込可
先着順

パパとお子さんでうどんを打って食べましょう！
ぱぱとこ「クッキング」

●日　時／12月21日(土)　午前10：00～12：00
●対　象／幼児、小学生、中学生　と父親　10組
●申　込／12月7日(土)　午前10：00～
●場　所／熱田区役所等複合施設南館6階　調理室

電話申込可
先着順

●日　時／①１2月17日(火)　②１2月18日(水)
　　　　　①午後1：30～3：30　②午前10：00～12：00
●定　員／各14名　●費　用／790円
●持　物／濡れタオル、メガネ
●申　込／①②とも１2月４日（水）～　午前９：３０～

手芸教室「かんたん押絵～福ねずみ」

ボッチャ（Boccia）の意味はイタリア語でボールのことです。
ボッチャはパラリンピックの公式種目となっていますが、障がい者に関わらず子どもから

高齢者まで、誰でも簡単に楽しめてみんなが笑顔になれるスポーツです。
熱田区では10年前からボッチャを活用した取り組みが行われ、現在も熱田区内の

おひさまクラブをはじめ、サロンや地域のイベントなどでボッチャが親しまれています。
今年の夏、ボッチャをとおした交流が熱田区内の各所で行われ、熱く盛り上がりました。

電話または
窓口へ、先着順

熱田で大盛り上がり！

8月10日
「ミニミニボッチャ大会2019
in ワクワク☆親子夏まつり」

マイルポスト（名古屋学院大学学生）と
地域の方

問い合わせ：熱田区社会福祉協議会ボランティアセンター　TEL ６７１－２８７５
FAX ６７１－4019

8月26日
熱田児童館「ボッチャ体験交流会」

中学生と名身連第一ワークス・第一デイサービスと
生活介護事業所しらとり、ハートランド森

●熱田区仏教会　様　●福祉ネットサロン　様
●全国鐵構工業協会青年部会　様　●名古屋ヤクルト販売株式会社　様
●中村 かよ子　様　●サークルぐーちょきぱー　様　●佐野 守彦　様

パラリンピックを先取りしてみんなで笑顔になれるボッチャを体験してみませんか？

ボッチャボランティアが施設やサロンを訪問し、ボッチャ説明と審判をします。

★熱田区社会福祉協議会では　ボッチャの貸出を行っています。

★“お出かけボッチャ” も行っています。

8月8日
「夏休み特別企画・ボッチャ体験」
発達サポートセンターCODOMODUSと

あつたおとこぐみ

8月1日
「ミニミニボッチャ大会」
ハートランド森と
おひさまクラブ



赤い羽根共同募金の使いみちを紹介しています

http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do

詳しくは、赤い羽根データベース

「はねっと」へ

赤い羽根の活動の紹介 Check

寝具クリーニング～ふかふかのお布団であたたかいお正月を～
●利用対象者：熱田区内に在住で、本人も家族も寝具を干すことが困難であり、
　介護保険制度の要支援・要介護の認定を受けている方で、
　下記のいずれかに該当する方
　①65歳以上のひとり暮らしの方
　②65歳以上の方のみの世帯
　③上記に準ずる世帯で必要と認められる方
●利　用　料：１回500円　※ただし、生活保護費を受給されている方は無料
●対 象 寝 具：対象者が常時使用している敷布団・掛布団・毛布
●実 施 方 法：11月下旬ごろから業者がお宅へ伺い、布団をお預かりします。
　　　　　　 原則として6～7日後にふかふかのお布団をお届けします。

●申 込 期 間：令和元年10月9日（水）
　　　　　　　　　　～10月31日（木）
●募 集 人 数：80名
●申 込 方 法：下記へお申込み下さい
●お問い合わせ・お申し込み
　熱田区社会福祉協議会
ＴＥＬ：671－2875
ＦＡＸ：671－4019

令和元年度　目標額 一般募金  6,165,000円　　歳末募金  206,000円

令和元年10月1日から12月31日までの期間、募金運動が実施されます。
熱田区内で集まった募金は、約80％が熱田区内の福祉活動に使われます。

募金は、本会の他、学校、職場、地域などでも募っています。
本年も、皆さまのあたたかいご協力をお願いします。

活動歴は約20年。毎週水曜日の午前中に在宅サービスセンター点訳室で活
動しています。現在のメンバーは5名。「広報なごや熱田区版」と「あつたボ
ランティア通信」を点訳しています。パソコン入力作業はそれぞれ自宅で行
い、活動日に校正作業と印刷を行っています。厳しくまじめに校正に取り組
んだ後は、みんなでランチに出かけ和気あいあいと食事を楽しんでいます。

ボランティア活動紹介「グループ点」 オープンしました！ふれあい・いきいきサロンのご紹介

ふれあい・いきいきサロンとは…地域住民のみなさまが、健康づくり、生きがいづくりのために企画、運営されている
地域交流の場です。今年度オープンしたサロンをご紹介します。ぜひお出かけください。

「ふわっとサロン」は、誰でも気軽に「ふわっと」参加できるサロンという意味と、い
つでもやさしく「ふわっと」お迎えするサロンというふたつの意味で名付けました。
笑顔いっぱい、和やかな雰囲気の楽しいサロンです。どなたでもご参加いただけ
ます。先ずは気軽におしゃべりをしませんか。

★ふわっとサロン
日時 / 毎月第１・３水曜日　14:00～16:00
場所 / 千年学区個人宅

みなさまからいただいた募金で行う福祉活動の一部をご紹介します。みなさまからいただいた募金で行う福祉活動の一部をご紹介します。みなさまからいただいた募金で行う福祉活動の一部をご紹介します。みなさまからいただいた募金で行う福祉活動の一部をご紹介します。

熱田区社会福祉協議会

問い合わせ先

TEL：671-2875
FAX:671-4019

問い合わせ：熱田区共同募金委員会 TEL：671-2875

高齢者の孤立防止のために

～ひとり暮らし
高齢者等の給食会～

～熱田区手をつなぐ育成会
親子参加バス旅行～

障がいのある方の
つながりづくりのために

～保育所等遊具整備～

子どもたちの
健やかな成長を願って

※販売手数料や寄付の方法、寄付金額の詳細については飲料メーカー
　との協議により異なります。

赤い羽根共同募金が
社会貢献活動を後押しします！
飲み物を買うだけで、共同募金を通じて気軽に社
会貢献活動ができます。さらに、企業の社会的責
任（CSR活動）の１つとして容易に行える活動です。
なお、「赤い羽根自動販売機」を設置いただいた
企業・団体については、愛知県共同募金会ホーム
ページにてご紹介させていただいております。

熱田区内31店舗（平成30年度）でご協力いただいています。

【設置契約の仕組み】

購入者・住民 共同募金

設置者 飲料メーカー
設置契約

手数料

支援

寄
付

購入

売上に応じて募金

自動販売機設置協力のおねがい

気軽に社会貢献しませんか

募金のできる
自動販売機で

皆様からいただいた賛助会費等により、新しい点字プリンターを購入することができました。
グループ点さんの協力によってこれからさらに視覚障害の方々に情報をお届けできるように
努めていきたいと思います。今後も賛助会費のご協力をよろしくお願いします。

社協広報紙福祉あつた・
ボランティア通信の発行

福祉情報をみなさんに

FUKUSHI ATSUTA-0302-FUKUSHI ATSUTA
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なお、「赤い羽根自動販売機」を設置いただいた
企業・団体については、愛知県共同募金会ホーム
ページにてご紹介させていただいております。

熱田区内31店舗（平成30年度）でご協力いただいています。

【設置契約の仕組み】

購入者・住民 共同募金

設置者 飲料メーカー
設置契約

手数料

支援

寄
付

購入

売上に応じて募金

自動販売機設置協力のおねがい

気軽に社会貢献しませんか

募金のできる
自動販売機で

皆様からいただいた賛助会費等により、新しい点字プリンターを購入することができました。
グループ点さんの協力によってこれからさらに視覚障害の方々に情報をお届けできるように
努めていきたいと思います。今後も賛助会費のご協力をよろしくお願いします。

社協広報紙福祉あつた・
ボランティア通信の発行

福祉情報をみなさんに
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赤い羽根共同募金の使いみちを紹介しています
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ＦＡＸ：671－4019

令和元年度　目標額 一般募金  6,165,000円　　歳末募金  206,000円

令和元年10月1日から12月31日までの期間、募金運動が実施されます。
熱田区内で集まった募金は、約80％が熱田区内の福祉活動に使われます。

募金は、本会の他、学校、職場、地域などでも募っています。
本年も、皆さまのあたたかいご協力をお願いします。

活動歴は約20年。毎週水曜日の午前中に在宅サービスセンター点訳室で活
動しています。現在のメンバーは5名。「広報なごや熱田区版」と「あつたボ
ランティア通信」を点訳しています。パソコン入力作業はそれぞれ自宅で行
い、活動日に校正作業と印刷を行っています。厳しくまじめに校正に取り組
んだ後は、みんなでランチに出かけ和気あいあいと食事を楽しんでいます。

ボランティア活動紹介「グループ点」 オープンしました！ふれあい・いきいきサロンのご紹介

ふれあい・いきいきサロンとは…地域住民のみなさまが、健康づくり、生きがいづくりのために企画、運営されている
地域交流の場です。今年度オープンしたサロンをご紹介します。ぜひお出かけください。

「ふわっとサロン」は、誰でも気軽に「ふわっと」参加できるサロンという意味と、い
つでもやさしく「ふわっと」お迎えするサロンというふたつの意味で名付けました。
笑顔いっぱい、和やかな雰囲気の楽しいサロンです。どなたでもご参加いただけ
ます。先ずは気軽におしゃべりをしませんか。

★ふわっとサロン
日時 / 毎月第１・３水曜日　14:00～16:00
場所 / 千年学区個人宅

みなさまからいただいた募金で行う福祉活動の一部をご紹介します。みなさまからいただいた募金で行う福祉活動の一部をご紹介します。みなさまからいただいた募金で行う福祉活動の一部をご紹介します。みなさまからいただいた募金で行う福祉活動の一部をご紹介します。
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2019年

　あつた災害ボランティアネットワークは、防災活動に関心のある区民が集まってできたボランティアグ
ループで平成２１年から活動しています。活動内容は、発災時熱田区が被災した場合の災害ボランティ
アセンターの立ち上げ・運営、平常時の地域での防災、減災についての学習会等の啓発活動です。先
日も区役所の地域避難行動計画作成支援事業として今年度実施されている船方学区避難行動マップ作
りのためのグループワークに参加者へのファシリテーターとして協力しました。また区役所と連携し５月
の総合水防訓練、９月の総合防災訓練にもブースを出展し区民への啓発活動をしています。
　あつた災害ボランティアネットワークでは、ただいまメンバーを募集中です。熱田区での災害・防災
活動に興味のある方ならどなたでも参加できます。みなさんで力を合わせて、「災害に強いまち熱田」
を目指しましょう。

船方学区
避難行動マップづくり
（地域避難行動計画
作成支援事業）

熱田区総合水防訓練
（千年学区）

名古屋学院大学
ワクワクひびのサロン特別版

災害持ち出し用
リュックづくり

あつた災害ボランティアネットワーク活動中！

　今年で第2回目の開催です。
　“ひびの健やかフェスティバル”は、健康をテーマに地域の皆さんが交
流し、一緒に盛り上がるイベントです！ 2019年11月17日（日）9時30分
から比々野町にある「医療対応型特別養護老人ホームひびのファミリア」の
1階と5階会場で開催されます。入場は無料です。健康体操や、高校演劇部による子育てと介護の両方を担う現実
を劇にしたダブルケア寸劇、ウクレレ演奏などのステージもご覧いただけます。また、1階では、リラックスするた
めのマッサージ、5階では、筆文字アート、工作、ゲームコーナーなど、脳や健康をテーマにした様々な催し物もあ
ります。介護やケアに関する情報なども満載です。当日、会場内は土足禁止ですので、スリッパをご持参ください。
日頃から健康について気になる方、またお子さん連れの方々も気軽にお越しください！
問い合わせ先　ひびのファミリア　伊藤 　電話　870-8180
共催　ひびのファミリア、名古屋学院大学、スマイルリンク

昨年度の様子

ひびの健やか
  フェスティバル
ひびの健やか
  フェスティバル
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熱田区いきいき支援センターからのお知らせ
　熱田区いきいき支援センター（地域包括支援センター）では、地域で安心して生活できるように、
認知症に関する様々な取り組みを行っています。申込みは不要ですので、ぜひご参加ください。
　認知症や介護福祉の相談窓口であるいきいき支援センターへお困りごとや気になることが
あれば、ご相談ください。

熱田区いきいき支援センター　　　電話：671-3195　ＦＡＸ：671-1155
熱田区いきいき支援センター分室　電話：682-2522　ＦＡＸ：682-2505

各行事についてのお問い合わせ

はいかい高齢者声かけ訓練体験会

2019年11月17日（日）ひびの秋まつり会場にて
実施します。はいかい高齢者のモデル役の方に対して
より良い声かけの方法の体験をするイベントです。　
はいかい高齢者おかえり支援事業の
紹介も予定しています。

「知って安心『認知症』～どう防ぐ？どう気づく？どう支える？～」
熱田区認知症講演会

認知症の当事者理解のための行事

昨年度の様子

2019年12月7日（土）13：30～16：00
熱田区役所7階講堂
250名（定員を超える場合は先着順）　※申込み不要
認知症キャラバンメイトによる寸劇
黒川豊先生（黒川医院）による講演　等

日 時

場 所

定 員

内 容

2020年2月1日（土）13：30～16：00
熱田区役所7階講堂
200名（定員を超える場合は先着順）　※申込み不要
映画上映『ぼけますから、よろしくお願いします。』　
認知症カフェによる事業紹介　等

日 時

場 所

定 員

内 容
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電話659-6307　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10熱 田 児 童 館 だ よ り

児童館があなたのまちにおでかけします！ぜひ遊びに来てください♪
おでかけあっちゃんinオーネストひびの大宝

気軽に参加できる乳幼児向けのイベントです！
今回は熱田児童館での開催です！

あつたっ子ひろばmini

●日　時／11月28日(木)　午前10：00～11：30
●対　象／0才からの未就園児とその保護者　※当日自由参加・無料

歯科衛生士さんによる元気なお口の育て方についてのお話☆
ベビータイム　～元気なお口の育て方～

●日　時／11月5日(火)　午前10：30～11：30
●対　象／乳幼児親子　※当日自由参加・無料

善意の灯 （２０１９年４月１日～８月３１日分）

皆さまからいただいたご寄付は、熱田区の地域福祉に
使用させていただきます。ありがとうございました。

熱 田 福 祉 会 館 だ よ り
電話659-6306　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

みんなでクリスマス会を一緒に楽しもう☆
児童館クリスマス会

食欲の秋！児童館でおやつ作りをしよう♪
あっちゃんクッキング

●日　時／11月30日(土)　午後2：00～4：00
●対　象／小学生、中学生、高校生　15名　●費　用／300円
●申　込／11月24日(日)　午前10：00～

●日　時／12月14日(土)　午後2：00～4：00
●対　象／小学生、中学生、高校生　※当日自由参加・無料

親子で楽しいクリスマス会を過ごそう！
ちびっこクリスマス会

●日　時／12月15日(日)　午前10：00～11：30
●対　象／乳幼児親子　※当日自由参加・無料

熱田区社会福祉協議会では、地域福祉活動を充実させるためのご寄付を受け付けています。
皆さまのご協力をお待ちしております。

●日　時／毎月第3水曜日の午後１：３０～２：３０　１１月２0日、１２月１8日
●担　当／熊澤 和彦医師　●費　用／無料
●申　込／当館におたずねください

医師による健康相談 体にやさしい体操をみんなでやりましょう
●日　時／１2月9日(月)　午前10：00～11：30
●定　員／70名　●講　師／いづみニコニコ体操会講師
●費　用／無料　●持　物／タオル（汗拭き）、飲み物（水分補給）、上靴
●申　込／１１月20日（水）～　午前8：45～入場券配布

熱田体操教室

認知症予防クラブ
一緒に、体を動かしましょう！頭の体操をしましょう！！
●日　時／①１1月25日（月）　②１2月23日（月）　①、②とも午後１：3０～３：００
●定　員／約３０名　●費　用／無料　
●持　物／タオル（汗拭き）、飲み物（水分補給）
●申　込／事前申込不要、当日先着順

●日　時／11月12日(火)　午前10：00～11：30
●対　象／乳幼児親子　※当日自由参加・無料
●場　所／オーネストひびの大宝(熱田区大宝一丁目1番3号)

ぽこあぽこによる人形劇をみよう☆
人形劇をみよう

●日　時／12月7日(土)　午前10：30～11：30
●対　象／乳幼児親子、小学生
　※当日自由参加・無料　※乳幼児～小学生低学年向けの内容です

演芸大会
●内　容／当館で活動している講座・同好会の発表の場
●日　時／１０月２8日（月）　午前9：3０～午後４：0０
●費　用／無料
●申　込／当日自由観覧。どなたでもご覧になれます。

なつかしの童謡、唱歌をみんなで歌いましょう！
●日　時／１2月３日（火）　午後１：30～3：00
●定　員／約120名　●講　師／神谷 佳代子氏　●費　用／無料
●申　込／１1月19日（火）　午前８：４５～入場券配布

オンチ大集合

折り紙倶楽部
●日　時／１2月6日（金）　午後１：30～3：00
●定　員／30名　●講　師／三輪 富代氏
●費　用／無料　●持　物／折り紙（15cm×15cm）、はさみ、のり
●申　込／１1月１日（金）～　午前9：30～

なつかしの名曲をみんなで歌いましょう！
●日　時／①１1月１9日（火）　②１2月9日（月）　①、②とも午後１：３０～３：００
●定　員／約50名　●講　師／林 美郎氏　●費　用／無料
●申　込／①１1月5日（火）～　②１2月2日（月）～
　　　　　①、②とも午前８：４５～入場券配布

歌好き熱まる

●日　時／１2月７日（土）　午後1：30～4：00　●定　員／約１0０名
●費　用／無料　●申　込／事前申込不要、当日先着順

KOHARU亭「落語じゃなくて楽語の会」

電話または
窓口へ、先着順

電話申込可
先着順

パパとお子さんでうどんを打って食べましょう！
ぱぱとこ「クッキング」

●日　時／12月21日(土)　午前10：00～12：00
●対　象／幼児、小学生、中学生　と父親　10組
●申　込／12月7日(土)　午前10：00～
●場　所／熱田区役所等複合施設南館6階　調理室

電話申込可
先着順

●日　時／①１2月17日(火)　②１2月18日(水)
　　　　　①午後1：30～3：30　②午前10：00～12：00
●定　員／各14名　●費　用／790円
●持　物／濡れタオル、メガネ
●申　込／①②とも１2月４日（水）～　午前９：３０～

手芸教室「かんたん押絵～福ねずみ」

ボッチャ（Boccia）の意味はイタリア語でボールのことです。
ボッチャはパラリンピックの公式種目となっていますが、障がい者に関わらず子どもから

高齢者まで、誰でも簡単に楽しめてみんなが笑顔になれるスポーツです。
熱田区では10年前からボッチャを活用した取り組みが行われ、現在も熱田区内の

おひさまクラブをはじめ、サロンや地域のイベントなどでボッチャが親しまれています。
今年の夏、ボッチャをとおした交流が熱田区内の各所で行われ、熱く盛り上がりました。

電話または
窓口へ、先着順

熱田で大盛り上がり！

8月10日
「ミニミニボッチャ大会2019
in ワクワク☆親子夏まつり」

マイルポスト（名古屋学院大学学生）と
地域の方

問い合わせ：熱田区社会福祉協議会ボランティアセンター　TEL ６７１－２８７５
FAX ６７１－4019

8月26日
熱田児童館「ボッチャ体験交流会」

中学生と名身連第一ワークス・第一デイサービスと
生活介護事業所しらとり、ハートランド森

●熱田区仏教会　様　●福祉ネットサロン　様
●全国鐵構工業協会青年部会　様　●名古屋ヤクルト販売株式会社　様
●中村 かよ子　様　●サークルぐーちょきぱー　様　●佐野 守彦　様

パラリンピックを先取りしてみんなで笑顔になれるボッチャを体験してみませんか？

ボッチャボランティアが施設やサロンを訪問し、ボッチャ説明と審判をします。

★熱田区社会福祉協議会では　ボッチャの貸出を行っています。

★“お出かけボッチャ” も行っています。

8月8日
「夏休み特別企画・ボッチャ体験」
発達サポートセンターCODOMODUSと

あつたおとこぐみ

8月1日
「ミニミニボッチャ大会」
ハートランド森と
おひさまクラブ


