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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

　児童センターと
放課後児童クラブの

合同事業

8月3日（金）

集団遊び
（協力：中

学生ボラン
ティア）

サイエンスショー
（講師：今井健治氏）
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※参加した小・中学生の感想文から一部抜粋しています。

夏休み　小・中学生ボランティア体験

8月2日（木）
9：00～16：00 10名参加
◦オリエンテーションⅠ（福祉の基礎知識）
◦障がいのある人のことを知ろうⅠ（手話体験）
◦障がいのある人のことを知ろうⅡ
　（車いす、白杖体験）
◦オリエンテーションⅡ
　（児童センター指導員体験の説明）

小・中学生

8月10日（金）
9：00～15：30 4名参加
◦給食サービス体験（保健センターで
　お弁当の上紙づくり、お弁当の配達）
◦高齢者施設で利用者との交流体験
　（センチュリー21でレクリエーション）

小学生

◦手話体験では、“あ”から“ん”までの手話があるだけでなく
　“朝”“亀”“滝”などを表す手話もあり、自分の名前を覚え
　ることすらとても大変でした。

◦車いすで段差を下りたり上がったりするとき怖かったの  
　で、自分がそのように段差から下ろしたり上げたりする時
　はゆっくりていねいにしたいです。

◦車いすをおしてもらうときは声をかけないと怖いというこ
　とが分かったので、ボランテイアの時は特に気をつけてい
　きたいです。

◦目の見えない人の体験をして、階段をのぼるとき“あと何
　段あるのだろう”“ころばないかな”と思いました。だから、
　となりで支えてくれる人がいるととても安心しました。

◦目が見えない人は白杖や点字ブロックが頼りなので、点字
　ブロックの上に自転車をとめないようにしたいです。

◦お弁当をつくるのを見学した時に、高れい者
　が食べやすい料理を作っていて、とても工夫
　をしているんだなぁと思いました。

◦お弁当を届けた時にやさしく笑顔で玄関にい
　てぼくたちを待ってくれて、お弁当を渡すと
　きすごくうれしそうにしてくれました。セン
　チュリーでもぼくたちを温かく迎えてくれて、
　ゲームも楽しくやってうれしそうだったので、
　これからも高れい者の人たちとのふれあいを
　大事にしていきたいと思いました。
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8月3日（金） 9：30～15：30 3名参加
◦児童センター指導員体験Ⅰ（「こどもまつり」での体験）

中学生

8月22日（水） 9：30～14：00 2名参加
◦児童センター指導員体験Ⅱ（「流しそうめん・映画会」での体験）

8月9日（木） 10：00～16：00 3名参加
◦高齢者施設１日体験（センチュリー21での体験）

中学生

◦１番うれしかったのは、車いすを動かしたり、コップを回
　収したりする時に必ずいってくれる“ありがとう”という言
　葉です。１つの事をするたびにいってくれて、私に元気を
　くれました。

◦職員の方々がいつもこんなにやっているから利用者の方々
　も明るく笑顔、そして楽しそうなんだと思いました。

◦準備とか子どもの気持ちとかを考えて、少しでも楽
　しかったと思ってもらえるようにしたいという思い
　がすごく伝わり、つかれたとかよりも楽しいの方が
　すごく大きくて、参加できてよかったです。

◦児童館にたくさん来て、あたりまえのように遊んで
　いたけど、先生たちがこんなに大変だと思わなかっ
　たので、いい体験でした。

◦いつも子ども達を気にかけていなくちゃいけないし、
　いろいろな行事の準備をしなくてはならなかったの
　で、すごく忙しかったけど、子ども達と沢山遊んで、
　お話しできて、とても楽しかったです。
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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 70 140,000
下 滝 田 115 230,000
井　　高 32 64,000
上 羽 生 165 330,000
下 羽 生 220 442,000

駅前（本宮町） 84 168,000
駅前（旭町） 25 50,000
駅前（栄町） 18 36,000
駅前（本町） 28 56,000

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 116 232,000 片　　町 28 56,000
高　　畑 79 158,000 新　　町 18 36,000
高畑住宅 0 0 上　　町 16 32,000
夕　　田 56 112,000 中　　町 12 24,000
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 40 80,000 加治田住宅 1 2,000

一般会費　1,432戸　2,866,000円

平成30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。

3,196,000円（平成30年9月10日現在）
会費
総額

法 　 人 　 名 法 　 人 　 名

㈱半布里産業 めぐみの農協 富加支店
Ｋライス　米寿庵 ㈱大桜産業

㈱田中工業 ㈲太成ゴム工業
日興精機㈱ ㈱コジマックス

㈱舟場製作所 北川工務㈱
㈱天池モールド 野田産業㈱

医療法人社団　明星会 ㈱熱田資材
戸島工業㈱ まこと工業㈱

家電サポートいまい ㈲若宮環境サービス
㈱梅田 ㈱ＫＶＫ

㈲高井プレス ㈱栗山組
青協建設㈱ 太洋化学工業㈱

㈱ジムブレーン ㈲板津バレル
㈱サカイ鋼業 ㈲足立縫製
㈱斉木工業所 ㈱ORIBE

㈲中濃 ㈲長崎製作所
㈲山田製作所 （順不同、敬称略）

法人会費　33法人  330,000円
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　ふれあい・いきいきサロンをやろうかどうか悩んでいる地域の方、やる前に一度体験してみたい
と思ってみえる地域の方、“いきいきサロン・デモ”をやりませんか？
　“いきいきサロン・デモ”は社会福祉協議会が主となって、地域の方と一緒に行います。会場の申請、
講師の派遣、保険の手続き、お茶の準備などは、社会福祉協議会が行います。
　もちろん、ふれあい・いきいきサロンの立ち上げや運営についても、しっかりサポートいたします。

対象：地域にお住まいの概ね65歳以上の方で10名以上のグループ。
内容：講師によるアトラクションと茶話会　3時間程度（午前・午後いずれか）
詳しくは、担当（柘植）までお問い合わせください。

今年も
赤い羽根共同募金運動がはじまります。

10月1日（月）から12月31日（月）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 … 自治会を通じて各世帯に。（封筒募金）
◦法人募金 … 町内外の企業や法人に。
◦職域募金 … 町内の団体等の職員に。
◦街頭募金 … 町内のイベントに来てみえる方に。 ご協力をお願いいたします！

調理・配食ボランティア募集中!!
　給食サービスにおいて、昼食のお弁当を調理・配食していただくボラン
テイアを募集しています。料理好きな方、レパートリーを増やしたい方、
最近料理をしていない方も大歓迎です。

“いきいきサロン・デモ”をやりませんか？

活動日：月1～2回（水曜か金曜）
詳しくは、担当（柘植）までお問い合わせください。

新　職　員　紹　介
　９月より「ボランティアコーディネーター」として勤務し
ております。柘

つ げ え り か

植映里佳です。ボランテイア、くらしのサ
ポーター、ふれあい・いきいきサロン、ふれあい会食会を
担当することとなりました。不慣れですが頑張りますので、
よろしくお願いいたします。
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今後の予定（10月〜12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。
　申し込みが終了している場合もありますので、ご了承
ください。

【住民対象】
◦生活支援ボランティア養成講座
　〈1日目〉10月  3日（水）13時30分～15時50分
　〈2日目〉10月  9日（火）13時30分～16時30分
　〈3日目〉10月22日（月）13時30分～15時40分
　高齢者活動センター

【65歳以上対象】
◦ふれあい会食会（巾上・下滝田・井高・上羽生・下羽生地区）
　10月26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30日（金）11時～15時　南公民館
◦パワーリハビリテーション講習会
　12月19日（水）13時30分～15時30分
　いきいきトレーニングプラザ
◦高齢者買物支援事業（町内商店への送迎）
　10月11日（木）、12日（金）、16日（火）10時～12時
　12月11日（火）、14日（金）、17日（月）10時～12時
◦歳末大掃除支援事業　※対象者の方に個別にご案内いたします。
　12月3日（月）～14日（金）

　普段から料理をされている方も、初心者の
方も、年齢も問いません。

男の料理教室〈2回目〉
「食欲の秋！～中華料理を作りましょう～」

日　時：10月17日（水）10時～13時
会　場：保健センター
対象者：町内在住の男性
定　員：12名（定員になり次第締め切り）
参加費：500円
持ち物：エプロン、三角巾
　　　  （タオルでも可）

締め切り：10月10日（水）
詳しくは、担当（長屋）までご確認
ください。

富加町
児童センター

富加町役場

富加
小学校

富加町社会
福祉協議会
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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（代）
電話番号 0574-54-1313
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

　いきいきトレーニングプラザで、
“体力づくり”“筋力アップ”を始め
ませんか？運動が苦手な方でも大丈夫！
　トレーニング機器取扱講習会を受講してい
ただくだけで始められます。

 中高年筋力トレーニング事業
対　象：富加町在住・在勤の40歳以上の方
会　場：いきいきトレーニングプラザ
　　　　（タウンホールとみか 旧 ことばの教室）
利用料：1回100円
利用時間

 トレーニング機器取扱講習会
日時：10月10日（水）19時30分～20時30分
　　　11月  6日（火）19時30分～20時30分
　　　12月  1日（土）  9時30分～10時30分
詳しくは、担当（土屋）までご確認ください。

男性のみなさん、
料理にチャレンジしませんか？

40歳以上のみなさん、
スポーツの秋です!!

相談日（10月～12月）
◦無料法律相談
　11月27日（火）13時～16時（1枠30分）
　タウンホールとみか　※事前申込みが必要です。

◦土曜の結婚相談日　
　10月20日(土）　11月10日(土）　12月15日(土）
　9時～17時(相談受付は16時まで）
　児童センター　※平日も相談をお受けしています。

ぜひ、お立ち寄りください！
◦11月18日（日）町民まつり会場

　（社会福祉協議会ブース）

火曜～金曜 18時～21時

土曜
9時～12時

18時～21時
日曜・祝日 9時～12時


