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◎災害支援ボランティア登録募集
近年

ィアの登録者を募集しています。

情報提供をさせていただきます。
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◎お問い合わせ先

 愛荘町

 住 

 ＴＥＬ
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◎「いきいき見守り訪問事業」

 

愛荘町

高齢者や高齢者世帯等を見守り協力員が

訪問時に見守り協力員

★数量の規定はありません。お気持ちで結構です。

★サークルさん、団体さん、個人さんも結構です。

★希望に応じて、品物に提供者さんのお名前を添付させていただきます。
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