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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

～夏休みの児童センター～
ボランティアの皆さん、ありがとうございました！

とみか食生活サポートの会

　子ども達が食べる大豆カレー（60
食分）を作っていただき、さらに、
子ども達と一緒に大豆カレー（20食
分）とキュウリの浅漬けを作ってい
ただきました。ピューラーや包丁の
使い方、切り方なども丁寧に教えて
くださいました。
　子ども達は大豆カレーに大喜び♡
「美味しい！」とつぎつぎに並んで
“おかわり”あっという間に完食とな
りました。

調理ボランティア

　そうめんを茹でて流すお手伝いをして
いただきました。みんなが食べられるよ
うにと、上手くつかむコツなどを教えて
くださったり、流し方を工夫してくだ
さったり。子ども達は「楽しい！お腹いっ
ぱい。」と笑顔いっぱい。
　さらに、この日は放課後児童クラブ
も「流しそうめん体験」を行ったので、
合計120人分のそうめんを茹でていた
だきました。

8月7日（水）
「カレーライスを食べよう」

8月21日（水）「流しそうめん体験」
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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5日（月）  9：00～15：00　小学5年生2名・中学1年生4名参加

オリエンテーション、車いす・
白杖体験、ボランティア活動体験

〈車いす・白杖体験〉
　2人一組になり「車いす・白杖を利用する
人」「介助する人」それぞれの立場を体験しま
した。段差の上がり下がりや障害物の通過で
は、思うように動かせず「怖い」という声が聞
こえ、介助する側も安全に介助する大変さを
実感しました。

〈ボランティア活動体験〉
　切手の整理・分類をした際には、みんな真
剣に取り組み、時間が過ぎても手伝ってくれ
ました。

8月9日（金）  9：00～15：30　小学5年生1名参加

ボランティア体験、高齢者との交流「センチュリー21」
〈ボランティア体験〉
　給食サービスのお弁当に載せる上紙の絵を
描きました。

〈高齢者との交流〉
　センチュリー21で一緒にレクリエーション
を行いました。積極的に高齢者の皆さんの輪
に加わって、レクリエーションのお手伝いを
し、高齢者の方も優しい笑顔でお話ししてい
ました。

　車いすを自分でこぐのは難しいし、人にやっても
らっても自分が傾くと怖い。でも、押している側は
怖くないし、簡単にできるから、はしゃいでしまう。
ご老人に対して、はしゃいだり、斜めにしすぎたり、
急に動かしたりすると、自分達以上にびっくりするか
もしれない。だから、最新の注意を払って行動しな
ければいけないと思った。白杖体験では、目隠しを
すると周りが全く見えなくて、それだけでも怖いの
に、歩いたり階段をのぼるのはすごく大変だと思っ
た。杖や横で案内してくれる子がいないと一歩も動
けないと思った。

　車いすの自走は初めてだったので、やってみて車
いすは重くて少し大変だと思ったし、介助をしてく
れる人のすごさ、介助をしてくれることの有難み、
介助をしてもらえる安心感を実感することができま
した。
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8月19日（月）  8：40～16：00　中学1年生3名参加

高齢者施設体験「センチュリー21」
　自分達で考えてきた風船バレーのレクリエーション
を行いました。ルール説明や進行等も自分達で担当し、
利用者さんも「頑張るぞー！えぃえぃおー！」と気合い
いっぱいで楽しんでくれました。配膳等のお手伝いも
体験し、職員の方にわからないことを聞きながら、一
生懸命に取り組みました。

7月25日（木）8月1日（木）8月8日（木）8月22日（木）
9：30～12：00　13：30～16：00　中学1年生延べ18名参加

児童センター指導員体験
　行事（水あそび、レクリエーションあそ
び、読み聞かせ）のお手伝いと、遊びに来
ていた子ども達とボードゲームやドッジ
ボールなどをしてくれました。緊張した
表情で戸惑う様子も見られましたが、時
間が経つにつれて子ども達とも打ち解け、
一緒になって楽しく全力で遊んでくれま
した。

　皆ができる遊びを考えたつもりだったけれど、上手くいかないと
ころもありました。1人1人不自由なところは違って、1人1人でき
る事も違って、そんな中、私達が考えた遊びに全力で取り組んで
くれる姿がとてもうれしかったです。

　介護をするのは大変なことで難しかったけど、介護される側の方
達が笑顔になってくれたので、とてもよかったと思います。今まで、
障害のある方、手足が不自由な方に対してお手伝いができていな
かったので、とてもいい機会になりました。

　今回は初めてのボランティアで少しドキドキもしてい
たけれど、みんな明るく声をかけてくれたりして楽しかっ
たです。新しい子達や自分より年下の子達と遊ぶこと
があまりないので、とてもよい経験になりました。

　初めはお互い緊張してなかなか話すことができなかっ
たけど、なれてきて、たくさん話したり、たくさん遊ん
だりして、笑顔にしてあげようと思ったけど、逆にみん
なに笑顔にさせてもらいました。今日1日だけでも結構
大変だったけど、指導員さんはこれを毎日やっているの
で、とても大変だけど、その何十倍もみんなが笑顔に
させてくれるから楽しいと思いました。
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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 71 142,000
下 滝 田 115 230,000
井　　高 32 64,000
上 羽 生 174 348,000
下 羽 生 221 444,000

駅前（本宮町） 83 166,000
駅前（旭町） 24 48,000
駅前（栄町） 17 34,000
駅前（本町） 25 50,000

自治会 戸　数 金　額 自治会 戸　数 金　額

駅前（南本町） 32 64,000 栃　　洞 44 88,000
大　　山 120 240,000 片　　町 28 56,000
高　　畑 78 156,000 新　　町 18 36,000
高畑住宅 0 0 上　　町 16 32,000
夕　　田 56 112,000 中　　町 11 22,000
本　　郷 30 60,000 下　　町 23 46,000
町　　屋 41 82,000 絹　　丸 53 106,000
老　　梅 34 68,000 川 小 牧 51 102,000
長　　峰 40 80,000 加治田住宅 0 0

一般会費　1,437戸　2,876,000円

令和元年度　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。

3,146,000円（令和元年9月5日現在）
会費
総額

法 　 人 　 名 法 　 人 　 名 法 　 人 　 名

㈱大桜産業 Ｋライス　米寿庵 日興精機㈱

㈲太成ゴム工業 ㈱梅田 ㈲若宮環境サービス

㈱天池モールド 北川工務㈱ めぐみの農協 富加支店

㈱舟場製作所 ㈱コジマックス 戸島工業㈱

㈱田中工業 医療法人社団　明星会 青協建設㈱

まこと工業㈱ ㈲足立縫製 ㈱ＫＶＫ

㈱栗山組 ㈲山田製作所 ㈱半布里産業

太洋化学工業㈱ 家電サポートいまい ㈲高井プレス

㈱ジムブレーン ㈲板津バレル ㈱斉木工業所
（順不同、敬称略）

法人会費　27法人　270,000円
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　家賃を払えない、食べ物がない、住むところがない、
病気で働けない、仕事が見つからない　など、生活の困
りごとや不安を抱えていることを相談できる窓口を設け
ています。
　この相談窓口では、困りごとをお聞きし、一人ひとり
の状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が
寄り添いながら、必要な関係機関と連携して、解決に向
けた支援を行っています。
　まずは相談窓口にお越しください。

 こんなときは一人で悩まず、まずご相談ください！

ご家族などまわりの方からの相談もお受けします。

岐阜県社会福祉協議会　岐阜県生活支援・相談センター
中濃・飛騨支所　〒505－8508  美濃加茂市古井町下古井2610－1
　　　　　　　　可茂総合庁舎内  4階
☎0574－24－3115（無料電話 0800－200－2538）
開設時間：月曜日～金曜日　8：15～17：15
　　　　　※祝日、年末年始（12/29～1/3）を除きます。

下記の窓口でも相談をお受けします。
◦富加町役場　福祉保健課　〒501-3305　加茂郡富加町滝田1511
　☎0574－54－2183
◦富加町社会福祉協議会　 〒501-3305　加茂郡富加町滝田1381-1
　☎0574－54－1312

相
　
談
　
窓
　
口

「生活困窮者自立相談支援事業」とは…

社会に出るのが
怖くて不安。

借金があって
家計のやりくりに
困っている。

秘密厳守
相談無料

働きたくても
仕事がない。

家族の介護の
ために仕事が
できない。

病気で仕事を
辞めたが生活が
苦しい。

など...
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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（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。
　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。

【30歳以上】
◦トレーニング機器取扱講習会
　10月11日（金）　19時30分～20時30分
　11月  7日（木）　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】
◦ふれあい会食会
　《大山・大平賀・川小牧地区》
　10月  9日（水）　10時～13時　西公民館
　《加治田地区（川小牧を除く）》
　11月22日（金）　10時～13時　東公民館
◦高齢者買物支援事業（町内商店への送迎）
　10月11日（金）、15日（火）　10時～12時

相 談 日
◦無料法律相談
　11月26日（火）　13時～16時（1枠30分）
　タウンホールとみか　※事前申し込みが必要です。

◦土曜の結婚相談日　
　10月19日（土）  11月9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。

今年も赤い羽根共同募金がはじまります。
10月1日（火）から12月31日（火）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。

あたたかい心をありがとうございます

高齢者移動支援事業実施カレンダー（10・11月）

月曜日 水曜日

10月
7日、21日

28日

2日、　9日
16日、23日

30日

11月
11日、18日

25日
6日、13日

20日、27日

・未使用の葉書…………………… 匿名

ご協力をお願いいたします！


