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この社協だよりは、みなさまの会費と赤い羽根共同募金が使われています。

編集・発行／社会福祉法人　富加町社会福祉協議会

元気いっぱい
笑顔いっぱい
夏休み！
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木工広場
～割りばしてっぽう～
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自治会 戸　数 金　額

巾　　上 69 138,000
下 滝 田 108 218,000
井　　高 32 64,000
上 羽 生 160 320,000
下 羽 生 208 416,000

駅前（本宮町） 85 170,000
駅前（旭町） 27 54,000
駅前（栄町） 18 36,000
駅前（本町） 29 58,000

自治会 戸　数 金　額 自治会 戸　数 金　額

駅前（南本町） 31 62,000 栃　　洞 44 88,000
大　　山 110 220,000 片　　町 30 60,000
高　　畑 80 160,000 新　　町 20 40,000
高畑住宅 1 2,000 上　　町 16 32,000
夕　　田 56 112,000 中　　町 13 26,000
本　　郷 31 62,000 下　　町 23 46,000
町　　屋 41 82,000 絹　　丸 51 102,000
老　　梅 34 68,000 川 小 牧 50 100,000
長　　峰 41 82,000 加治田住宅 2 8,000

企 　 業 　 名 金額 企 　 業 　 名 金額

㈱コジマックス 20,000 ㈱梅田 10,000
まこと工業㈱ 10,000 ㈲アテインムライ 10,000
野田産業㈱ 10,000 ㈲太成ゴム工業 10,000
㈲板津バレル 10,000 医療法人 社団 明星会 10,000
㈲高井プレス 10,000 ㈱天池モールド 10,000
㈱田中工業 10,000 ㈱半布里産業 10,000
めぐみの農協富加支店 10,000 ㈱KVK 10,000
日興精機㈱ 10,000 Kライス 米寿庵 10,000
太洋化学工業㈱ 10,000 家電サポートいまい 10,000
医療法人 慈生会 石原医院 10,000 ㈲足立縫製 10,000
㈱熱田資材 10,000 ㈱サカイ鋼業 10,000
㈱舟場製作所 10,000 ㈱ORIBE 10,000
㈱斉木工業所 10,000 青協建設㈱ 10,000
㈲若宮環境サービス 10,000 ㈱栗山組 10,000
北川工務㈱ 10,000 ㈱大桜産業 10,000
戸島工業㈱ 10,000 ㈲中濃 10,000
㈱ジムブレーン 10,000

一般会費　1,410戸  2,826,000円

特別会費　　 33法人  340,000円

平成28年度 富加町社会福祉協議会 会費納入に
ご協力いただきまして

ありがとうございました
3,166,000円（平成28年8月2日現在）

会費
総額

（順不同、敬称略）
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中 学 生
　　　　夏休みボランティア体験

　「介護老人保健施設『センチューリー21』」で
は、利用者の方と一緒に風船バレーをしたり、
介護職員の方に教えてもらいながら、車いす
の移動介助などの仕事を体験しました。

福祉施設ボランティア体験
8月5日（金）・9日（火）

　初めてのことだったので「言われ
たらやる」という感じでしかできなか
ったけど、いつもはできないことが
できてよかったです。笑顔で「ありが
とう」と言ってくださる利用者さんも
いて、とてもやりがいを感じました。

～感想文 一部抜粋～

　小さい子に物の作り方を教えるの
は初めてで、どう教えればいいかあ
まり分からなかったし、うまくできな
い子もいて、教えるのは難しかった
けど、自分でお手本を見せたり手伝
ったりして、みんな上手に作ること
ができたので良かったです

～感想文 一部抜粋～

　『富加町児童センター』では、遊びに
来ていた子ども達に「割りばしてっぽう」
の作り方を教えました。

児童施設ボランティア体験
8月17日（水）～19日（金）
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小 学 生
　　　　夏休みボランティア体験

【給食サービスの体験】
　弁当の上紙に絵を描いて、近くの
高齢者宅まで届けました。
【介護老人保健施設「センチューリー21」への訪問】
　バルーンアートで作った作品をプレゼントした後、
利用者の方と一緒に折り紙を折りました。

ボランティア一日体験
8月3日（水）

　お年よりの人が、おわかれのとき、手を
にぎって「ありがとう、ありがとう」となみだ
ぐみながらよろこんでくれたので、うれし
かったです。～感想文 一部抜粋～

　お弁当をとどけるのはとてもたいへんで
したが、お弁当をもらった人のえがおを見
たらつかれもふっとんでしまい、うれしかっ
たです。～感想文 一部抜粋～

放課後児童クラブだより
　コツコツと宿題をする姿、みんなと仲良く
遊ぶ姿、しずかに本を読む姿…
　いつもより長い時間を一緒に過ごすことで、
いつもと違う一面がいっぱい見られました。
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児童センターだより
　今年の夏休みも、地域のボランティアの方々
にご協力いただきました。猛暑の中、本当に
ありがとうございました。子ども達も大喜び、
大変おいしくいただきました。

「いきいきトレーニングプラザ」よりお知らせ
　９月より、いきいきトレーニングの利用が下記のように変更となりました。
　利用される方はご注意ください。

　利用期間が過ぎている… 登録証なくしたみたい… そんな場合も
更新できますので、一度、富加町社会福祉協議会 事務局（電話54-
1312（担当：土屋））までご連絡ください。

登録証の
更新手続きは
お済みですか？

曜　日 開錠時間 利用時間

月
午前 ８ 時30分 午前 ８ 時45分～１１時45分

午後 １ 時１５分 午後 １ 時３０分～ ３ 時45分

火～金 午前 ８ 時30分 午前 ８ 時45分～１１時４５分

土・日・祝日 休　　館

赤十字奉仕団
～８月５日（金）「避難訓練」～
　「はそり（災害用移動炊飯器）」を使って、
カレーを作っていただきました。

地域のみなさん
　カレーの材料となる野菜を提供していただ
きました。子ども達に栄養満点のカレーを作
ることができました。

調理ボランティア
～８月２４日（水）「流しそうめん」～
　そうめん・おにぎり・フランクフルトを調理し、そう
めんを流していただきました。
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〒501-3305  加茂郡富加町滝田1381番地1
社会福祉法人富加町社会福祉協議会 事務局
電話番号 0574-54-1312
富加町ボランティア住民活動支援センター 
電話番号 0574-55-0066
FAX番号 0574-55-0068 （共通です）
ホームページ　http://tomikasyakyo.or.jp/

事業の申し込み、ご相談はこちらまで

今後の予定
　いずれの事業も事前の申し込みが必要となります。
詳しくは各戸配布されるチラシをご覧ください。

◦ふれあい会食会
　（巾上・下滝田・井高・上羽生・下羽生地区）
　10月28日（金）　タウンホールとみか

10月

◦無料法律相談
　11月22日（火）　タウンホールとみか
◦ふれあい会食会（高畑・駅前地区）
　11月30日（水）　南公民館

11月

◦ほっと一息講座「癒しのハンドケア」
　12月5日（月）　児童センター

◦歳末大掃除支援事業
　12月1日（木）〜14日（水）
※対象者には個別でご案内いたします。

◦高齢者買物支援事業
　12月2日（金）・6日（火）・8日（木）・12日（月）

12月

介護保険（ケアプラン作成）に関するご相談はこちらまで
〒501-3304  加茂郡富加町高畑735番地
富加町居宅介護支援事業所
電話番号 0574-54-1313
FAX番号 0574-54-1366

みなさまに支えられ、今年で70回目を迎えました。

赤い羽根共同募金運動が
はじまります。

　共同募金運動は、毎年10月から「赤い羽根」
をシンボルに、全国一斉に始まる募金運動です。

ご協力をお願いいたします！

『ふれあいわくわくまつり』
（とみかのわっか主催）
道の駅「半布里の郷とみか」
『町民まつり』
町民まつり会場（社会福祉協議会ブース）

ぜひ、
お立ち寄り
ください！

11月20日（日）

10月15日（土）

様々な形で募金運動を実施しています。
◦戸別募金 … 自治会を通じて世帯ごとにお願いします。（封筒募金）
◦法人募金 … 町内外の企業や法人にお願いします。
◦職域募金 … 官公庁などの職域にお願いします。
◦街頭募金 … 町内のイベントで募金運動を実施します。

10月1日（土）から12月31日（土）まで実施
期間


