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編集・発行／社会福祉法人　富加町社会福祉協議会

★福祉施設ボランティア
	 （協力：老人保健施設「センチューリー21」）

★児童施設ボランティア
	 （協力：富加町児童センター）

〈関連記事	2P〉
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夏休み
ボランティア体験
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福祉施設ボランティア体験
8月10日（木）　4名参加

児童施設ボランティア体験

毎年、小学5・6年生と中学生を対象に、
ボランティア体験を実施しています。

中学生対象

夏休みボランティア体験

　老人保健施設「センチュリー21」で、移動の
介助やレクリエーションなどを体験しました。

　児童センターに来ている子ども達にリサイクル工作の作り
方を教えたり、子ども達と一緒に遊んだりしました。

　8：30〜　施設内の使用説明
　9：00〜　水分補給のお手伝い
	 レクリエーション
	 移動介助
	 口腔ケアの補助
	 昼食の配膳
12：30〜　休憩（昼食）
13：30〜　移動介助
	 入浴後の髪を乾かす
	 おやつ配り
	 バルーンアートをプレゼント
	 移動介助
	 口腔ケアの補助
16：30〜　感想文を書く
17：00　　終了

日程表

　いろいろやらなければいけないこ
とがあって、すごく大変でつかれた
けど、やりきった感じや、よろこんで
くれた方がいて、うれしかったです。
笑顔で「ありがとう」「おつかれさま」
と言ってくれたことでつかれがとびま
した。利用者さんもうれしそうにして
くれて、来て良かったなと思いました。

〜感想文 一部抜粋〜

　最初は、小学生の子にどう声をかけてあ
げたらいいかとまどいがあったけれど、教
えるうちになるべくわかりやすく伝わるよう
に心がけることができたので、よかったで
す。また、小学生の子は私が簡単に思って
しまうことでも、難しいことがよくわかりま
した。だから、困っているのを見つけたら、
優しく手伝ってあげたいなと思います。

〜感想文 一部抜粋〜

8月7日（月）・8日（火）　6名参加
リサイクル工作「キューブパズル」

8月21日（月）・24日（木）・25日（金）　3名参加
リサイクル工作「はりがねコースター」

　7月28日（金）、ボランティア体験をする
子を対象に「オリエンテーション」を行い、
ボランティアをするにあたっての基本と
マナー、施設での活動内容、バルーンアート
やリサイクル工作の作り方を学びました。
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ボランティア一日体験
8月2日（水）　12名参加

今年度は、老人保健施設「センチュリー21」の職員のみなさん、給食サービスに関わる町の栄養士さん、
調理ボランティアのみなさん、富加町地域包括支援センターの職員さんにご指導・ご協力いただきました。
ありがとうございました。

小学生（5・6年生）対象

　通常、児童センターと放課後児童クラブは1階と2階に分かれて、別々に事業を行って
いますが、年に数回、合同行事を行っています。今回は夏休みに実施した事業を紹介します。

10：00〜　　オリエンテーション（ボランティアの話）
	 給食サービスの上紙を書こう！
	 お弁当を配達しよう！
12：00〜　　休憩（給食サービスのお弁当を食べてみよう！）
13：00〜　　高齢者との接し方について考えよう！
	 高齢者と一緒にレクリエーションをしよう！
　　　　　　（協力：老人保健施設「センチュリー21」）
	 身近なもので防災グッズを作ろう！
	 感想文
15：30	 終了

日程表

児童センター＆放課後児童クラブだより

　赤十字奉仕団の
方に災害用炊飯器

「はそり」で作ってい
ただいたカレーを食
べた後、地震を想定
した避難訓練を行
いました。

● 避難訓練＆カレーを食べよう ●
8月2日（水）  　

● 子どもまつり ●  7月25日（火）
　A・SO・BOプロジェクトから3名の講師
に来ていただき、3種類の科学工作を作っ
て遊びました。

❶ 音であそぼう！「ブーブーふうせん」
❷ とばしてあそぼう！「飛べ！ひこうリング」
❸ ころがしてあそぼう！「ツーサイクルローラー」

　給食サービスは、いつもボランティアでお弁当を
作っているのがとても大変そうだったけれど、調理
している方のやさしさがたくさんこもったお弁当で
すごいと思いました。

〜感想文 一部抜粋〜

　話すときには大きな声でききやすくして話して、
やさしくせっして話をしたら、お年よりのみなさんも、
とてもやさしくせっしてくれて、笑顔で話してくれて、
うれしかったです。

〜感想文 一部抜粋〜
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全3回【７月１１日（火）・１８日（火）・２５日（火）】 3名参加
講師：自家焙煎　珈琲工房ひぐち

継続して実施している事業を紹介します! !

　高齢者及び障がい者の食生活の充実を図るとともに、

配食時における安否の確認、健康状態の異常等の早期発

見及び孤独感の解消を目的に行っています。

　この事業は、町栄養士さんの協力のもと、ボランティア

さんにお弁当を調理・配食していただいています。

こんな事業を行いました！ 7月・8月編（抜粋）

男の料理教室 〜美味しい珈琲の淹れ方〜

　男性が活躍できる機会を作ろう!!と今年
度初めて「男の料理教室」を開催しました。
第1弾は「美味しい珈琲の淹れ方」。自分の
好みのコーヒー豆と淹れ方を見つけてもら
えるよう、3日間たっぷりと色々な種類の珈
琲を淹れて楽しみました。豆の挽き方、お
湯の温度、焙煎の度合い、淹れ方の微妙
な加減で、同じ豆でも風味や
味が変わることや、コーヒー
豆 の 種類による味の差など、
新たなコーヒーの魅力を発見
できたと好評でした。

1日目

・講義
・珈琲ミルでの豆の挽き方
・基本の抽出方法
・豆、淹れ方の違いによる風味や味の確認

2日目
・焙煎の違いによる風味や味の確認
・家庭でできる手煎りでの焙煎
・アイスコーヒーの淹れ方

3日目 ・グレードの高いコーヒー豆の飲み比べ

対 象 者

65歳以上の
　● 独居高齢者
　● 昼間独居高齢者
　● 高齢者世帯
　● 障がい者　　　など
富加町社会福祉協議会が認めた方

利用料金 1食200円（口座引落）

実施内容 月2回（水曜又は金曜日）
11時〜12時に配達します。

※富加町が実施している事業とは内容が異なります。

事業紹介③

給食サービス

　調理・配食のボランティアを募集
しています! !
　興味のある方は、富加町ボラン
ティアセンター（担当：青木）まで
ご連絡ください。

詳しくは、富加町社会福祉協議会
（担当：長屋）までお問い合わせください。



5

新たに一般会員になってい

ただいた世帯には、会員

証として「社協一般会員章

（門標）」を郵送しており

ます。詳しい住所がわから

ないなどの理由で郵送でき

ないケースもございます。

お手元にない場合はお申

し出ください。

地域福祉事業の財源として、有効に活用させていただきます。

自治会 戸　数 金　額

巾　　上 69 138,000
下 滝 田 109 218,000
井　　高 32 64,000
上 羽 生 164 328,000
下 羽 生 216 432,000

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） 27 54,000

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 114 228,000 片　　町 29 58,000
高　　畑 79 158,000 新　　町 19 38,000
高畑住宅 2 4,000 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 52 104,000
老　　梅 34 68,000 川 小 牧 53 106,000
長　　峰 41 82,000 加治田住宅 1 2,000

一般会費　1,426戸  2,852,000円

平成29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。

3,152,000円（平成29年8月21日現在）
会費
総額

法 　 人 　 名 法 　 人 　 名

めぐみの農協富加支店 Kライス 米寿庵
まこと工業㈱ ㈱舟場製作所

㈲太成ゴム工業 ㈱大桜産業
㈱熱田資材 日興精機㈱

㈲若宮環境サービス ㈲足立縫製
青協建設㈱ ㈱半布里産業

医療法人社団 明星会 ㈲高井プレス
㈱田中工業 北川工務㈱

㈱コジマックス ㈱KVK
家電サポートいまい ㈲中濃

㈱ORIBE ㈲板津バレル
㈱梅田 ㈱斉木工業所

㈱サカイ鋼業 野田産業㈱
㈱栗山組 戸島工業㈱

医療法人慈成会 石原医院 太洋化学工業㈱

法人会費　30法人  300,000円

（順不同、敬称略）
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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

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

今後の予定（10月〜11月） 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等をご覧ください。

【住民対象】
◦無料法律相談
　１１月２８日（火）１３時〜１６時　タウンホールとみか

【65歳以上対象】
◦買物支援事業 〜ご希望の町内の商店まで送迎いたします〜
　１０月２３日（月）、２５日（水）１０時〜１２時、１３時半〜１５時半

◦ふれあい会食会
　（巾上・下滝田・井高・上羽生・下羽生地区）
　１０月２７日（金）11時〜15時　タウンホールとみか

◦ふれあい会食会
　（駅前・高畑地区）
　１１月２９日（水）11時〜15時　南公民館

◦お口の健口教室、始まります！
　〈全4回〉11月13日（月）・20日（月）・27日（月）・12月4日（月）
　9時〜11時　富加町保健センター

今年も
赤い羽根共同募金運動がはじまります。
10月1日（日）から12月31日（日）まで実施

期間

　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。（赤い羽根ホームページ http://www.akaihane.or.jp）

富加町分会では、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。 ご協力をお願いいたします！

ぜひ、お立ち寄りください！

『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）

11月19日（日）

10月14日（土）
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