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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

町内のスーパー、医院、役場などの停留所を巡回し、
移動に困っている方をサポートします。

運　行：◦月曜日と水曜日の2コース
　　　　◦朝（9時～）と昼（11時半～）の2回
対　象：移動にお困りの方
　　　　（富加町在住。概ね65歳以上。
　　　　一人で乗り降りできる。）
定　員：各5名（申込制・先着順）
利用料：試験運行中は無料
休　み：祝日、お盆、年末年始

詳しくは、4月5日に各戸配布したチラシをご覧いた
だくか、事務局（電話：54-1312）までお問い合わせ
ください。

運
行
日
（
5
月
～
7
月
分
）

月曜日
コース

水曜日
コース

受付
開始

5月
13日
20日
27日

8日
15日
22日
29日

現在
受付中

6月
3日
10日
17日
24日

5日
12日
19日
26日

5月7日
〜

7月
1日
8日
22日
29日

3日
10日
17日
24日
31日

6月3日
〜

4月より“高齢者移動支援事業”の試験運行が始まりました！！
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自主財源事業・町補助事業
★くらしのサポーターフォローアップ研修
★くらしのサポートセンター運営
★福祉委員・民生委員合同研修会
★救急医療情報キット設置
★福祉総合相談　　　　★無料法律相談
★ふれあい会食会　　　★給食サービス事業
★異世代交流事業
★高齢者移動支援事業　★高齢者買物支援事業
★お盆･歳末大掃除支援事業
★ふれあいカフェ（協賛）
★ひとり親家庭中学卒業生徒激励事業
★ひとり親家庭放課後児童クラブ利用料助成
★福祉協力校指定事業（富加小学校、双葉中学校）
★福祉機器（車いす、車いす積載型車両）の貸出
★物品（プロジェクター、DVDデッキ等）の貸出

★災害ボランティアセンター
　設置マニュアルの見直し
★調理ボランティア研修会
★簡単なお弁当づくり
★ボランティア団体への助成、活動支援
★夏休みボランティア体験（小学生、中学生）
★ボランティア活動保険の加入促進

★広報紙「ほっとほっと」の発行
★「社会福祉協議会だより」の発行
★ホームページの管理運営
★町民まつりにて啓発活動

◦行路人救済金の貸付

★組織運営　★理事会、評議員会等の開催
★苦情解決体制の整備
★地域福祉活動計画の策定
★福祉施設協議会の設立準備
◦福祉団体への助成

県社協受託事業
◦生活福祉資金の貸付
◦日常生活自立支援事業
◦生活困窮者自立支援事業

　
町受託事業(指定管理を含む)

◦生活支援サービス体制整備事業
　（生活便利帳の発行等）
◦結婚相談事業
◦ふれあいいきいきサロン普及事業
◦筋力トレーニング事業
◦一般介護予防事業
　（パワリハ教室、いきいきトレーニング、
　お口の健康教室）
◦放課後児童クラブ事業
◦児童センター事業
　（自由来館、ランドセル来館）

その他　団体事務
◦町シニアクラブ連合会
◦岐阜県共同募金会富加町分会
◦日本赤十字社富加町分区

「みんなが安心して暮らし続けることができるまちづくり」をめざして、
皆様からの会費と共同募金の配分金、富加町などからの
補助金や受託金を財源に次の事業を実施します。

事業計画・予算平成31年度
（2019年度）

★…自主財源（会費及び共同募金配分金）を
　　財源としています。
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　社会福祉協議会は、住民一人一人が住み慣れた街で家族や友人たちといつまでも安心して暮らし続
けることができるよう、地域住民、行政、関係機関、他団体等と協力し合いながら、活動している民
間の団体です。
　皆様からの会費は、この活動を進めるための貴重な財源となっています。
　本会の活動をご理解いただき、皆様のあたたかいご支援、ご協力をお願いいたします。
　なお、会費は各自治会の役員さんを通じて、4月25日～5月24日の間で集めさせていただきます。

今年度、皆様からの会費を充当して、新しく取り組む事業

収入 支出
会費収入 3,196 人件費支出 58,782
寄付金収入 50 事業費支出 8,623
経常経費補助金収入 26,296 事務費支出 5,661
受託金収入 43,643 貸付事業支出 1
事業収入 611 助成金支出 834
受取利息配当金収入 7 基金積立資産支出 50
雑収入 19 積立資産支出 497
積立資産取崩収入 83 区分間繰入金支出 1,261
区分間繰入金収入　 1,261 予備費支出 50
前期末支払資金残高 1,632
合計 76,798 合計 75,759

(単位：千円)

当期末支払資金残高（収入－支出）　1,039千円

◆ 予　算 ◆

会費納入にご協力をお願いします!!

◦「簡単なお弁当づくり」の実施
料理教室を実施し、本会の給食サービス等に
関わる調理ボランティアの

活動を紹介します。
年1回、定員12名

◦「くらしのサポーター フォローアップ研修」
の実施

（活動に興味のある方の
参加も可能）

　年1回、定員40名

◦「高齢者移動支援事業（試験運行）」
の実施

（表紙に掲載しております。）

◦「第3期地域福祉活動計画」の策定
2020年度からの

5カ年計画を策定します
【住民懇談会の開催 ⇒ 

意見集約 ⇒ 計画書の作成】
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いきいきサロン・デモ、
やりませんか？

　「いきいきサロンに興味が
ある」「やるかどうか悩んで
いる」そんな地域の方、一度、
いきいきサロンを体感して
みませんか？『いきいきサロ
ン・デモ』は、社会福祉協議
会が主となり、地域の方と
一緒に行います。どうやっ
て進めていくの？活動費は
どうするの？どんな内容が
できるの？などの疑問にも
お答えします。

　日頃、各地区のふれあいいきいきサロンを運営し、支えてくださっている代表者・支援員の方々
で交流会を開催しました。
　「音楽療法」の講座では、講師の方から“歌って身体を動かし、楽しみながら脳を活性化する”方法
を学び、皆さん真剣に取り組みながらもたくさんの笑顔が見られました。「覚えて自分のサロンでも
やってみる！」という声も聞こえました。
　その後、今年１年を振り返り「もっと多くの人に参加し楽しんでもらうには、どうしたら良いか？」
意見を交わし、来年のサロン活動に向けた情報交換をされました。
　ぜひ、お住まいの地区のサロンへご参加ください。支援員と参加者、みんなで作るサロンは賑や
かで楽しいですよ！

　　

サロン情報《現在活動中のサロン》
◦栃洞ふれあいいきいきサロン　◦巾上いきいきサロン
◦大山GBC　　　　　　　　　  ◦上羽生ほっとサロン
◦川小牧緑会　　　　　　　　　◦夕田いきいきシニアの会
◦絹丸楽らく会　　　　　　　　◦下滝田いっぷくの集い
◦本郷いきいきサロン29

　給食サービスやふれあい会食会にご協力いただいている調理ボラン
ティアと料理に興味のある方々で研修会を開催しました。
　町栄養士による研修では、歳を重ねる中で現れる変化（症状）と予防
法、配食サービスが担う役割、調理時における衛生面等の大切なポイ
ントを学び、調理実習では、３班に分かれ、メインからデザートまで、
班ごとに異なるメニューに取りかかりました。
　試食会では、「これはもう少し味を薄くした方が良いと思う。」「違う
食材にした方がもっと美味しくなるよね。」など活発な意見交換がなさ
れました。
　今日のメニューの中から、ふれあい会食会メニューが選ばれます。
ボランティアの皆さんの思いのこもったお弁当をお楽しみに！

2月7日（木） 延べ17名参加

2月15日（金） 延べ14名参加

ふれあい・いきいきサロン支援員交流会

調理ボランティア研修会

詳しくは、担当（柘植）まで。

活動報告 ※参加人数には講師・ボラ
ンティア・職員等を含ん
でおりません。2・3月編
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　春は新しいことを始めるのにピッ
タリの季節です。この機会に運動を
始めてみませんか？「いきいきトレー
ニングプラザを一度みてみたい！」と
いう方も大歓迎です。

４月より「中高年筋力トレーニング事業」が
「富加町筋力トレーニング事業」

になりました。

生活便利帳をご活用ください。
　“配達・訪問・送迎”をキーワードに、
生活支援コーディネーターが集めた情
報を冊子にまとめ、3月25日に各戸配
布させていただきました。
　サービスを実施している店舗がこん
なにもあることに感動してい
ます。まだまだ掲載できてい
ない情報もあると思います。
情報をお持ちの皆さん、ご
連絡をお待ちしております。

旧 新

対象 40歳以上 30歳以上

社会福祉法人富加町社会福祉協議会は、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。
一	 本会は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱います。
二	 本会は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。
三	 本会は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。
四	 本会は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供

しません。
五	 本会は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止するため、適切な措置を講じます。
六	 本会は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を有していることを確認し、これらの申

出があった場合には速やかに対応します。
七	 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。
八	 本会は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、役職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。
九	 本会は、この方針を実行するため、個人情報保護規定を定め、これを本会役職員に周知徹底し、確実に実施します。

個人情報保護に関する方針（プライバシーポリシー）

2019年度  富加町社会福祉協議会における福祉サービスに関する苦情解決体制
　富加町社会福祉協議会では、社協が実施する全ての福祉サービスを対象として、様々な苦情に適切に対応す
るために、福祉サービスに関する「苦情解決」事業を実施しています。
　皆様からの苦情を受け付け解決するために、事業ごとに苦情受付担当者と苦情解決責任者を設け、さらに中
立的立場で苦情を受け付けてもらうことが出来る第三者委員を設置しています。

　第三者委員は、職員に直接苦情を聞かれたくない場合などに、直接苦情を申し立てることが出来る方です。中立性を確保する
ために、社会福祉協議会の役員になっていない民生委員・児童委員にお願いしています。

苦情解決責任者

苦情解決責任者

◆総括（児童分野を除く）

◆児童分野

第 三 者 委 員

足　立　正　孝　〈電話〉 54-1312

河　合　美智子　〈電話〉 54-1332

井　戸　孝　治　〈電話〉 54-3026

河　合　美智子　〈電話〉 54-1312

増　永　三奈子　〈電話〉 54-1332
中　川　三谷子　〈電話〉 54-1332

苦情受付担当者

苦情受付担当者

事務局長

児童館長

民生委員児童委員

豊　島　朋　乃　〈電話〉 54-2127主任児童委員

福祉活動専門員

児童センター

放課後児童クラブ

詳しくは、担当（土屋）まで。 詳しくは、担当（森）まで。
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あたたかい心をありがとうございます

・運動用品、老眼鏡、自動車用手すり
　……………………………… 双葉中学校GI委員会様
　アルミ缶回収により得られた収益で、いきいきトレーニ
　ングプラザの利用者が活用できる品を寄付していただき
　ました。生徒の皆さんの温かい気持ちと直接手渡しに来
　てくれた事をとても喜ばれていました。“これは使いや
　すい！”と大好評です。
・児童用一輪車…………………………… 足立典生様
・児童用おもちゃ………………………………… 匿名
・書き損じ葉書…………………………………… 匿名
・未使用切手（2,124円分）
　…………………………………… 富加小学校PTA様
・使用済み切手、ペットボトルキャップ、ベルマーク
　…………………………………………………………
　富加小学校PTA様をはじめ、施設、事業所、団体、個人の方々より沢山
　お寄せいただきました。引き続きご協力をお願いいたします。

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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N

〒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［相談専用］
FAX番号 0574-55-0068 （共通です）
ホームページ　http://tomikasyakyo.or.jp/
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

事業の申し込み、ご相談はこちらまで

今後の予定（５月・６月・７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。

◦無料法律相談
　5月21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
　5月18日（土）　6月15日（土）　7月20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おります。気軽にご相談ください。

相 談 日

【30歳以上対象】
◦トレーニング機器取扱講習会
　5月  9日（木） 19時30分～20時30分
　6月  7日（金） 19時30分～20時30分
　7月  9日（火） 19時30分～20時30分
　いきいきトレーニングプラザ

【65歳以上対象】
◦ふれあい会食会
　《駅前・高畑地区》
　5月21日（火） 9時30分～13時　南公民館
　《巾上・下滝田・井高・上羽生・下羽生・夕田地区》
　6月28日（金） 9時30分～13時　タウンホールとみか
◦高齢者買物支援事業（町内商店への送迎）
　6月13日（木）、18日（火） 10時～12時
◦パワーリハビリテーション講習会
　6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　※6月3日（月）より受付を開始いたします。

◦お盆大掃除支援事業
　7月25日（木）～8月7日（水）　※対象者に個別でご案内します。


