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かけがえのない人をなくした子ども
子どもをなくした家族とともに

ＲｅＬｉｎｋ Letter
地域で寄り添い、支えあう

特定非営利活動法人 ReLink（りんく）について
当法人は、「かけがえのない人を亡くされた方を地域で寄り添い、支えあう社会を創りたい」と
の想いから、2017年に任意団体として活動開始し、2019年から特定非営利活動法人となりました。
かけがえのない人を亡くされた方が、御自身のこころに湧き起こるさまざまな想いや気持ちに
向き合い、少しずつ御自身のこころに折り合いをつけながら、再び亡き人とのつながりを感じること。
法人名(ReLink)は、Re「再び」Link「つながる」との願いを込めて名づけました。かけがえのない
人を亡くされた方が、亡き人とつながり、御自身のこころとつながり、人とつながり、地域とつな
がる...私たちは、このような『つながり』を大切にした活動をしていきたいと思っています。

地域の皆様とともに安心・安全な環境をつくること
平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 理事長 佐藤 利憲
当法人は、活動を開始してから丸4年が経過しました。
私たちの活動の柱であるReLinkプログラム（みんなのプロ
グラム・ReLinkの会）の参加者、ならびに地域の皆様から
のお問合せや、皆様からの紹介で御連絡をいただくことも増
え、少しずつ支援の輪が広がってきているように思います。
今年度は昨年度同様に、新型コロナウイルス感染症の影響
により、一部の活動が変更となりましたが、皆様からの多大
なる御理解と御協力により、すべての活動を実施することが
できました。心から感謝申し上げます。
現在、新型コロナウイルス感染症のみならず、世界では、人為的に、かけが
えのない命が脅かされるような事態が生じています。悲しみ、つらさ、怒り、
無力感･･･言葉では言い表せない感情も含め、様々な想いが湧き起り、心が大き
く揺れ動かされているのではないでしょうか。
何気ない日常や、何らかの出来事や変化によっても、私たちの心は揺れ動い
ています。その要因、揺れ幅・長さは一人ひとり異なります。このような揺れ
動きは、正常な反応であり、自然な感情で、それらの揺れ動きに対して、私た
ちは自分自身で折り合いをつけています。しかし、一人ひとりが折り合いをつ
けて行くこと、その力を十分に発揮するためには、安心・安全な環境が必要で
す。昨今の世界情勢はそれらが大きく脅かされている事態であると思います。
私たちに何ができるのか、何をすべきなのかを考える毎日ではありますが、
法人の理念でもある「地域で寄り添い、支え合う社会を創ること」を、次年度
も地域の皆様とともに、しっかりと実施していきたいと思っています。
今後とも御理解と御協力をお願いいたします。

■■■2021年度 活動報告■■■
活動目的
わが国では、年間約130万人の方が亡くなられ、御遺族は様々な想いや感情を抱きながら生活しています。
2006年に自殺対策基本法が制定され、全国に自死遺族支援団体が設立されました。現在では、他の死因の
御遺族への支援も実施され、東日本大震災以降は、家族を亡くした子どもへの支援も全国に拡大しています。
しかし、福島県内では、家族を亡くした子どもや、子どもを亡くした家族への支援はほとんど実施されておら
ず、支援を必要としている方に十分な支援が届いておりません。また、良かれと思ってかけた言葉や、周囲の
何気ない言動によって、多くの御遺族が日々の生活のなかで傷つき体験を繰り返しています。
死別は誰もが体験する出来事で、決して特別なことではありません。よって、死別を体験した方への支援
は、地域で充実させていくことが最も大切です。
そこで当法人は、死別体験をした子どもと家族が、自身のこころに丁寧に触れながら、安心して想いや
感情を表現できる場（支援プログラムの開催）を創るとともに、地域で寄り添い、支えあうための人材育成、
および支援の普及・啓発活動を実施いたします。

主な活動内容
かけがえのない人を亡くされた方へ

ReLinkプログラムの開催
毎月定期開催

偶数月第３日曜日開催
家族をなくした子どものプログラム

子どもをなくした家族のプログラム

～自由に遊び、自由に過ごす～

～それぞれの想いや気持ちをわかちあう～

“ みんなのプログラム ”

“ ReLink（りんく）の会 ”

時 間：13：00～15：00
対 象：家族をなくされた子ども※と保護者
※未就学児～小学生
参加費：100円（お茶菓子代）
概 要：自由に遊ぶプログラムです。同じ経験
をした子どもたちが、一緒に遊んだり、
おしゃべりするなかで、『泣いてもいい』
『笑ってもいい』『ひとりじゃない』と
感じられるような場となっています。

時 間：10：00～12：00
対 象：お子さんをなくされた※御家族
※死産や流産も含まれます
参加費：無料
概 要：御自身のこころに丁寧に触れながら、
安心して想いや気持ちをわかちあう場所
です。話したくないことを無理に話してい
ただくことはありません。他の参加者の
お話を聴くだけでも御参加いただけます。

地域で寄り添い、支えあうために

支援の普及・啓発

人材育成

支援に関する普及・啓発

支援する人材の育成
•

ReLinkプログラムのボランティア養成講座

•

ReLinkサポーター養成講座

•

医療・福祉・教育・行政関係者等を対象とした
研修・講演会

※ReLinkサポーターとは
当法人主催の研修・講演会に参加され、日々の
生活や仕事、活動などで、学んだ知識やスキル
を活用される方、ならびに当法人の支援活動の
普及・啓発に御協力いただける方

•

地域の方々を対象とした研修・講演会

•

その他、各種研修・講演会

2021年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、活動の一部を変更しております。

家族をなくした子どものプログラム（みんなのプログラム）
2021年度は、4月・6月・9月・10月・12月・2月の計6回開催しました（8月のプログラムは、新型コロナウイルス
感染症の影響により9月に延期）。会場は、福島信陵子育てセンター“ぽれぽれ”様をお借りしています。
本プログラムは、2017年12月から開催し、4年が経過しました。開催してしばらくは、1家族2名の御参加でした
が、現在は4家族9名が参加されています。また、9月に開催したボランティア養成講座の受講者も、新たなスタッフと
して仲間入りしました。
子どもたちは、開催を心待ちにしてくれていうようで、会場に着くなり、「ずっと楽しみしてた！！」「今日は○○をして
遊びたい！！」と話したり、これまでの出来事や、学校のこと、友達のことなども、自発的にお話ししてくれるようになり
ました。子ども同士で遊びを考えたり、話し合ったりと、子どもたちの交流もみられ、初参加で緊張している子どもに
対しては、「お友達になろう！！」と声をかけたり、「○○もできるし、△△もしていいんだよ！！」とプログラムことを伝え
てくれたりしていました。ふとした瞬間や、遊びの合間に亡くした家族の話や、お家の話をしてくれることも多くなり、こ
の環境が、子どもたちにとって安心して過ごせる安全な場になっているように思います。
最近はとても賑やかに遊ぶことが多く、別室でわかちあいの会に参加している保護者の皆さんにも、子どもたちの
声が届いているようで、笑い声や、楽しそうに遊ぶ声に「ホッとしました。」「久しぶりに楽しそうな声を聴きました。」
「子どもの声に元気をもらいました。」とお話しされていました。少しずつ参加者が増え、また新たな仲間も加わり、徐
々にサポートの輪が広がってきているように思います。
次年度も、参加される御家族、スタッフの皆さん、地域のみなさんとともに、家族を亡くされた方が安心して過ごせ
る場を創っていきたいと思います。

子どもをなくした家族のプログラム（ReLinkの会）
２０２１年度は、計12回開催しました。会場は、エコショップコバヤ
シ様（福島市渡利）をお借りしています。
誕生死（流産、死産、赤ちゃんの死）を経験されたご家族が参加
しています。主に子どもを亡くした母親が参加されました。
継続して参加してくださっている方の中にも、毎回参加したいと
おっしゃる方、辛くなったときに参加させてくださいとおっしゃる
方など、参加のペースはそれぞれですが、話したい時に安心して話
せる場を提供できるように努めています。
今年度もコロナ禍での開催となりました。8月は感染拡大により
オンラインでの開催となりましたが、それ以外は感染症対策を徹底
し、できる限り対面での開催を続けてきました。やはり直接お会い
して参加者の皆さんのその時の表情、雰囲気なども共有することが
大切だと感じます。過去と現在と未来とを行き来しながら、泣いた
り、怒ったり、笑ったり…いろいろな感情を話したり、聴いたりし
ています。来年度も当事者への支援を継続しながら、ReLinkの会を
必要としている方に情報が届くように、広報活動にも力を入れてい
きたいと思います。また当事者の想いを社会に届けていく取り組み
も続けていきたいです。
◆ ReLinkプログラムの新型コロナウイルス感染症対策について ◆
各プログラムは、福島県内の感染状況を十分に考慮した上で、都度開催の有無を検討し、開催の際には、参加者および
スタッフの事前の体調確認と会場での検温、マスク着用、手指消毒、物品・施設の定期消毒、換気等を徹底しています。

ボランティア（ReLinkサポーター）養成講座
2020年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によりボランティア養成
講座を中止しましたが、今年度は、感染症対策を徹底し、9月11日（土）・
12日（日）の2日間（計１０時間の講座）開催しました。1日目はオンライン、
2日目は対面開催（感染対策を徹底）とし、医療・福祉関係者、団体職員、
会社員など、5名が参加されました。講座は、これまでの講座と同様に、
病気や事故、自死、災害などにより、かけがえのない人を亡くした子どもに
寄り添うための基本的な知識やスキルについての講義、ワーク・シェア・
ロールプレイを行いました。また、受講者が自身の死別や喪失体験の振り
返りや、自分自身へのケア（セルフケア）についてのワークも行いました。
はじめは緊張されていた参加者も、徐々に打ち解け、ときには笑いあい、
ときには涙を流しながら、2日間とても熱心に受講されていました。
２日間の講座で限られた時間ではありますが、喪失・死別体験をした
子どもの理解を深めながら、知識や体験、感情の共有し、多くの学びや
気づきが得られたのではないかと思います。
受講者全員がReLinkサポーターに登録され、みんなのプログラムや、
それぞれの支援の場で学んだスキルを実践されています。今後も新たな
仲間とともにプログラムをさらに充実させていきたいと思います。次年度は、
６月頃の開催を予定しています。多くの方のご参加をお待ちしております。
詳細は、当法人のHP・SNSにてご案内させていただきます。

受講者の声（抜粋・加工）
私がこの講座を受けるきっかけは、子どもが好きだから。それだけの理由でした。2日間の講義で
は「子どもが好き」だけでは対応できない、固定概念を変える事を学びました。自分の喪失体験
を書き出すワークでは、つらい気持ちとともに「大事に想い出す」と言う感情を整理する事もでき
ました。講座は自分の幸せを見つめ直すきっかけになり、新しい気づきを学びました。講師の先生
はストレートに楽しく伝えてくださり、わかりやすく学べました。ありがとうございました。

家族を亡くした子どものプログラムのボランティア養成講座の機会を得て２日間の講座を終えた
いま、 「同じ目線」「寄り添う」意味を深く考えさせられた時間でした。まず自分自身を見つめる
こと、無意識の中にあった考え方の偏り、固定観念等様々な自分に気づかされた時間でした。
今後活動するにあたり日常の自分から非日常の「寄り添う」ことを意識していきたいと思います。

子どものこころの動きや対応のスキルを学ばせて頂き、学ぶほど必要なことだと感じました。特に
ハートのワークが心に残りました。講義とワークの時間がバランスよくとれていてとても充実した時
間でした。また、先生やスタッフさんの「聴く」姿勢もとても勉強になりました。養成講座に参加でき
て本当に良かったです。これからも学ばせて頂きたいと思います。ありがとうございました。

描かれた絵に隠れた本当の意味を理解するワークでは、先入観や主観が誤解を生んだり、相手
を傷つけてしまったりすることに気付かされ、２日間の講座の中で最も記憶に残る内容でした。
今回学んだことは、仕事や私生活での人との関わりの中でも活かせる部分が多いように感じてい
ます。今後はボランティア活動を通して学んだことを活かしていきたいと思っています。

ReLink Seminar 2021
第１回 誕生死を経験した家族への支援～当事者に2次的な傷つきを経験させないために支援者に必要なこと～
講師：宮崎 恵美（当法人副理事長／一般社団法人 Mother Tree 代表理事／保健師）
日時：8月18日（水）18:00～１9：00
会場：Zoomによるオンラインセミナー
医師・看護師・保健師・助産師、公認心理師、行政関係者、大学教員、大学院生、各支援団体職員、ピアサポ
ートスタッフ、当事者など、約５０名が参加されました。
前半は、宮崎から流産や死産、小さな赤ちゃんの死に関する支援の基本から、実践方法についてお話させてい
ただき、後半は、周産期グリーフケアはちどりプロジェクト様から活動のご紹介をいただき、ペリネイタル・ロス後
の深い悲しみの現状、支援の必要性や在り方、今後の活動等について、参加された皆様とともに情報交換を
させていただきました。

受講者の声（抜粋）
•
•
•
•
•
•
•

活動をしていても、他の支援者の話を聞く機会があまりないので、とても良い時間となりました。
患者の感じた思いを率直に表現されており、今後に活かせると思いました。
当事者を経て支援者になられたお話を伺うことができ、とても参考になりました。
流産・死産を経験された方へのかかわり方について、とても勉強になりました。
講師をはじめ、参加者の皆様のお話を生で伺うことができ、貴重な時間となりました。
遺族のその時の思いは、何年たっても心に深く刻まれているものだと改めて思いました。
「言葉の力」を大事に使っていきたい、そして「家族の力」を信じて関わっていきたいと強く思いました。 など

第2回 子どもと家族に寄り添い、支えあう～揺れ動く子どものこころをどのように支えるのか～
講師：佐藤 利憲（当法人理事長／福島県立医科大学 看護学部）
日時：9月11日（水）10:00～１2：00
会場：Zoomによるオンラインセミナー
看護師・保健師・助産師、介護福祉関係者、行政関係者、議員、
大学教員、大学院生、各支援団体職員、当事者など、約30名が
参加されました。
子どもを取り巻く様々な問題（いじめ、不登校、不和、貧困、虐待、
自殺・自傷、離別・死別、災害、コロナなど）によって揺れ動くこころ
に、どのようい寄り添うのか、折り合いをつけていく過程をどのように
支えていくのかについてお話しさせていただきました。
受講者の声（抜粋）
•
•
•
•
•
•

支援のポイントを丁寧に解説していただき、よく理解ができました。
「安全な環境」に意識を向けることで、自分自身も落ち着いて関わらせていただけるように感じました。
ケアに関しては、私も大人と同じだと思っていましたが、子どもながらの視点も必要だと気付きました。
人との接し方や、仕事面でやってきた事も間違ってなかったこともわかり自信になりました。
すっきりしないことが続いていましたが、それらが晴れた思いです。とても気づきの多い研修でした。
喪失体験について詳しく知ることができ勉強になりました。これからもぜひ参加させていただきたいです。など

活動紹介：“みんなのプログラム”
家族をなくした子どものプログラム“みんなのプログラム”は、2017年12月から福島市
で開催しています。
自由に遊び、自由に過ごすプログラムです。
同じ経験をした子どもたちが、一緒に遊んだり、おしゃべりする中で、『泣いてもいい』
『笑ってもいい』『ひとりじゃない』と感じられるような場となっています。
■■■■■■■■■■■

開 催 概 要 ■■■■■■■■■■■

日 時：偶数月 第３日曜日 13時～15時
会 場：福島信陵子育てセンター“ぽれぽれ”
対 象：家族をなくした子どもと保護者
（未就学児〜小学生）

三つ折リーフレット・カード（名
刺サイズ）を作成しました。
配布・設置等の御協力をお願
いいたします。ご希望の方には
発送させていただきます。

※病気、事故、自死、災害などの死因や、亡くなられてからの
年数は問いません。
※保護者の会も同時に開催します。

参加費：100円

↑↑
詳細はHPをご覧ください。

※お茶菓子代として

■■■■■■■■■■■■■■■■■ タ イ ム ス ケ ジ ュ ー ル

■■■■■■■■■■■■■■■■■

13：00 集合・はじまりのわ

13：10～14：50 遊びの時間

15：00 おわりのわ・終了

はじまりのわでは、子どもたち
とボランティアスタッフが“わ”
になって、プログラムの内容・
ルールの説明と、簡単な自己
紹介を行います。

自由に遊び、自由に過ごす時間です。
限られた空間ではありますが、会場には
遊具・おもちゃをたくさん用意しています。
スタッフと一緒に遊んだり、他の子ども
たちと遊んだり、走り回ったり、運動した
り、工作したり、好きなおもちゃで遊んだ
り、おしゃべりしたり、なにもせずにボー
としたり、ゴロゴロしたり、静かに過ごし
てもOKです。
途 中 、 休憩 も兼ね たおやつ の時 間を
設けています。 ※新型コロナウイルス感染症対策済み

おわりのわでは、はじまりのわと
同じように"わ"に なって、何をし
て遊んだかや、遊んだ感想など
をみんなでお話しします。

※ボランティアスタッフは、家族を亡くした子どもの
支援に関する研修を全員受講しています。

保護者の会
みんなのプログラムでは、
別 室 で保 護 者 の 会 も開
催しています。
他の保護者のお話を伺っ
たり、様々な想いや気持ち
をわかちあったり、また、子
育ての悩み、生活や将来
の不安、家族や親戚との
付き合い方、お墓や相続
のことなど、普段の生活
では 相 談 し に く い よ うな
ことなどを話し合う場にも
なっています。
御要望に応じて、各専門
家を招いた無料相談も行
っています。

■■■■■■■■■■■■

参加者の声

いっぱい遊べて楽しかった。

パパみたいに肩車して
くれてうれしかった。

みんな僕と同じ気持ちだった
。

■■■■■■■■■■■■
忙しい毎日ですが保護者
の会に参加して久しぶりに
自分の時間がもてました。
泣いたり、笑ったり、怒ったり
する皆さんを見て、私もこん
な風になれるかもしれないと
思えるようになりました。

ここで出会う子どもたちと仲間
になってくれたらいいなと思いま
す
■■■■■■■■■■■■ ス タ ッ フ 紹 介 ■■■■■■■■■■■■
当法人理事長

佐藤 利憲

子どもたちが安心して過ごせるような雰囲気づくりを
大切に、そして、参加して良かったと感じてもらえる
ように関わらせて頂きたいと思っています。
子どもたちが子どもらしく過ごせる時間、 ありのままに
気持ちを表現できる場にしていきたいと思っています。
スタッフ一同、御参加をお待ちしております。

みんなのプログラム担当

黒澤 ひとみ

法人ホームページをリニューアル
新たなホームページは、当事者向け『家族をなくしたあなたへ』と、
一般（支援者）向け『地域の皆さまへ』の2つのページを作成しました。
当事者向けページでは、
当法人のサポートプログラム
（ReLinkプログラム）の2つ
を紹介しています。その他、
参加者の声・感想や、プログ
ラムに関する情報、これまで
の開催報告、今後の開催案
内、ご相談・お問合せ方法
などを掲載しています。
一般向けページでは、
研修・講演会等のこれまで
の開催報告、今後の開催案
内を掲載しています。 また、
法人の活動目的・内容、スタ
ッフ紹介、その他のお知らせ
のなどもご覧いただけます。
HPのQRコード⇒⇒⇒⇒

当法人の活動は、ホームページの他、Facebook、Twitter、
Instagramでも公開いたしますので是非ご覧ください。

父親をなくした子どもと母親の物語『 あなたへ 』製作
父親をなくした子どもと母親の物語

『あなたへ』
前
編

後編
現在、母親へのインタビュー。
これまでの生活や、みんなのプログラム
での様子・感想を語っています。

1年前。毎日の生活のなかで湧き起こる様々なこころの揺れ
動き、想いや感情、 葛藤を描いています。
で、前編・後編・全編のアニメーションがご覧いただけます。
前編：父親をなくした子どもと母親の物語....

前編（再生時間：8：40）

後編：父親をなくした子どもと母親の物語....

後編（再生時間：19：20）

全編：父親をなくした子どもと母親の物語....

全編（再生時間：30:00）

冊子：父親をなくした子どもと母親の物語『あなたへ』を制作しました。
冊子をご希望の方には発送させていただきます。
氏名・送り先・使用目的などをご記入の上、
法人メール（relink.f@gmail.com）
にご連絡ください。
ホームページからPDFファイルでも
ご覧いただけます。
冊子は数に限りがございますので、多数ご希望
される方はPDFファイルをご利用ください。

冊子の表紙

前編

後編

※この物語は、家族のなくした皆様の体験・語りを修正、および再構成して制作しております。登場する個人名などはすべて架空のものです。

■■■2022年度 活動予定■■■
ReLinkプログラム
家族をなくした子どものプログラム
“ みんなのプログラム ”
開催日：4/17・6/19・8/21・10/16・12/18・2/19
時 間：13：00～15：00
会 場：ふくしま信陵子育て支援センター ぽれぽれ

子どもをなくした家族のプログラム
“ ReLink(りんく)の会 ”
開催日：5/27(金)※・7/16(土)・9/30(金)※・11/26(土)・
1/27(金)※ ・ 3/19(土) ※印は、託児ありのプログラムです。
時 間：10：00～12：00
会 場：エコショップコバヤシ
注）開催内容や方法は変更になる場合があります。

人材育成、支援の普及・啓発
第5回 ボランティア養成講座
開催日：5月末～6月上旬の土・日曜日の2日間で調整中
時 間：10：00～16：30（両日とも）
会 場：オンライン＆対面講座を予定
参加費：一般 3,000円、学生 無料
対 象：かけがえのない人を亡くした子どもと家族への支援
に関心のある方

ReLink Seminar 2022
第1回 『家族をなくした子どもへの支援について（仮）』
講師：佐藤 利憲（当法人理事長）
日時：5月末～6月上旬の土曜日の午前中で調整中
会場：Zoomによるオンライン（予定）
定員：50名程度
参加費：無料
第2回『子どもをなくした家族への支援について（仮）』
講師：宮﨑 恵美（当法人副理事長）
日時：9月以降で調整中
会場：Zoomによるオンライン（予定）
定員：50名程度
注）開催内容や方法は変更になる場合があります。

たくさんの方に聴いていただきたい一曲
ReLinkテーマソング
『君が描いた絵』
作詞・作曲：菅野 潤（当法人理事）
福島市出身シンガーソングライター
揺れ動く子どものこころに、支援者が葛藤
や戸惑いを抱きながら、ありのままに受入れ、
寄り添い、見守っていくことの大切さに気づ
いていくプロセスがとても丁寧に表現されて
います。2019年3月から店頭販売が 開始
され、Amazonなどのオンラインショップでも
購入可能です。YouTubeでも配信されてお
りますので、是非ご視聴ください。
〈 編集・発行 〉ＮＰＯ法人

ＲｅＬｉｎｋ

〒960-8105 福島市仲間町3-31-605
ReLink事務局 担当：宮崎
Tel：050-3550-1840
Mail：relink.f@gmail.com
ホームページ : https//relinkf.com

賛助会員・寄付の御願い
当法人は、非営利団体として、かけがえのない人を
亡くされた子どもと家族への支援活動を継続的に行っ
ていきたいと考えております。会員費・寄付金は、
すべて当法人の支援活動に使用させていただき、ホー
ムページ等にて御報告をさせていただきます。皆様か
らの温かな御支援・御協力をお願いいたします。
・入会（賛助会員）について
会費：個人 1口 3,000円（1口以上）
法人 1口 10,000円（1口以上）
会員期間：入会時から翌3月まで（年度更新）
※会員特典として、当法人主催の講演会・研修会の参加費を3,000円割引
させていただきます。また、本会報、および当法人の記念品を発送させ
ていただきます。

・寄付について
個人寄付・団体寄付ともに金額設定はございません。
※御寄付をしていただいた方には、本会報、および当法人の記念品を発送させ
ていただきます。

ご入金方法
以下の3つの方法をご利用いただけます。

クレジットカードを
ご利用される方
〈ご利用可能なカード〉
Visa、
Mastercard、
American Express、
JCB、Discover

クレジットカード以外を
ご利用される方
〈ご利用可能な入金方法〉
コンビニ決済、
銀行振込、PayPal、
キャリア決済、
楽天ペイ

会員費・寄付専用口座をご利用される方
【ゆうちょ銀行からのお振込】
口座記号番号 ： 02200-3-143673
口座名（漢字） ： 特定非営利活動法人 ReLink （カナ） ： トクヒ）リンク
【ゆうちょ以外の銀行からのお振込】
ゆうちょ銀行 店名 ： 八二八（ハチニハチ）店
預金種目 ： 普通 口座番号 ： ３８５６５３６
専用口座をご利用された際は、事務局までご連絡ください。
連絡先 電話：050-3550-1840 メール：relink.f@gmail.com

～編集後記～
新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の活動が変更
となりましたが、皆様からの多大なる御理解と御支援により
2021年度に計画していたすべての活動を実施することができ
ました。心から感謝申し上げます。
2022年度もよろしくお願いいたします。

本制作物は皆様からお寄せいただいた赤い羽根共同募金
が活用されています。

