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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

関市豪雨災害の体験を聞く会

◦自治会長　　　　◦福祉委員
◦民生委員児童委員◦主任児童委員
◦町議会議員　　　◦役場職員　◦社協職員

１０月３１日（木）
タウンホールとみか　小ホール

４７名が参加

　全国各地で大規模な災害が相次ぐ昨今、
「自分たちの町を自分たちで守る」という
意識を共有し、平時から災害に備えた地
域の協力体制を築いておくことが大切に
なります。そこで、昨年の関市豪雨災害
について、関市社会福祉協議会の方から、
災害ボランティアセンターの活動を主と
して詳しい体験談を聞きました。
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住民の皆さんからのご要望にお応えして
「高齢者移動支援事業」が

10月より新たに生まれ変わりました。

利用店舗
（下記のいずれか1カ所をご指定ください。）

日　　時：毎週月曜日・水曜日　9時～11時30分
　　　　　（祝日は運休）
対　　象：①富加町にお住まいの概ね65歳以上の方で
　　　　　　移動にお困りの方
　　　　　②独りで車の乗り降りが出来る方
利 用 料：無料（試験運行期間中）
利用方法：事前に申し込みが必要（先着順）
　　　　　※予約受付は、利用日の1ヶ月前から前日まで
　　　　　　（当日の申し込みはできません。）
　　　　　※利用は週1回まで
　　　　　※予約状況により、時間が前後する場合や
　　　　　　乗り合わせになる場合があります。

◦町内の商店（買い物ができる店舗★）
◦医院
　（杉山クリニック、いこまファミリークリニック）
◦歯科医院
　（山田歯科医院、あまいけファミリー歯科）
◦富加町役場
◦いきいきトレーニングプラザ
◦金融機関
　（めぐみの農協、富加郵便局、加治田郵便局）
◦町内の美容院・理容院（★）

★…申込時に希望の店舗名をお申し出ください。

詳しくは、社協事務局までお問い合わせください。

待ち時間が長い。
用件が済んだら帰りたい。
迎えの時間までに用件が
済まない。

9：00〜11：30の範囲で
あれば、送迎時間の指定が
できます。
例えば、9：30に●●に行
きたい。帰りは11：00に迎
えに来てほしい。行きだけ
送ってほしい。帰りだけ迎
えに来てほしい。でもO.K.

行きたい店舗に
停留所がない。 店舗まで送迎します。

要　望 変　更

自宅又は自宅近くの安全に
車が停められる場所まで送
迎します。

家から停留所が遠い。
炎天下や雨の日に歩いて
行くのは辛い。
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｢高齢者買物支援事業」終了のお知らせ
　3年半にわたり試験的に実施してまいりました「高齢者買物支援
事業」は10月をもちまして『高齢者移動支援事業』に統合させていた
だきました。ご利用ありがとうございました。今後は『高齢者移動
支援事業』をご利用ください。

　障がいなどの理由で、自分で判断することに不安を感じている方が地域で自立して
生活できるよう、生活支援員が“その方が福祉サービスを利用する際のお手伝い（相談・
情報提供・各種手続き）”をしています。

詳しいことを知りたい方は、担当（足立・河合）までお問い合わせください。

サービス内容 ①福祉サービスの利用援助
　◦利用に関する相談や情報提供
　◦利用申込に必要な手続き
　◦利用料を支払う手続き
　◦苦情解決制度を利用する手続き
②日常的金銭管理サービス
　◦年金及び福祉手帳の受領に必要な手続き
　◦医療費を支払う手続き
　◦税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
　◦日常的に必要なお金の払戻しの手続き
③書類等預かりサービス
　◦年金証書、定期預金証書、権利書、実印、銀行印
　（貸金庫で保管します）

利　用　料 ①②1時間あたり1000円
（1時間を超えると15分ごとに250円加算）
③1ヶ月あたり500円

月曜日 水曜日

12月 2日、 9日
16日、23日

4日、11日
18日、25日

１月 20日、27日
8日、15日

22日、29日

２月 3日、10日
17日

5日、12日
19日、26日

高齢者移動支援事業
実施カレンダー
（12・1・2月）

『日常生活自立支援事業』のご案内
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　「ちょっとした困りごと」をお手伝いするボランティア組織『くらしのサポーター』における
支援技術・知識の向上を目的として、フォローアップ研修を実施しました。
　まずは、昨年度依頼数が増加した“傾聴分野”をメインに、日本赤十字社岐阜県支部の方か
ら、グループワーク、ロールプレイングを交えた実践的な支援の在り方を学び、次に、くら

しのサポーターと同じような取り組み『小さな手
助けの活動』をしている岐阜市社会福祉協議会芥
見東支部の方から、“具体的な運営方法、活動状況”
を聞きました。この研修で得たものを活かし、ま
すます精力的に活動をしていきたいと思います。
　新たなサポーター登録もありました。

　各地区からたくさんの方々に参加していただき、終始にぎやかな雰囲気で会が進みまし
た。「和のエクササイズ（篠田雅子講師）」は、身体を動かすことに加え脳トレにもなり、動
きを間違えても、それを皆で楽しく笑い合いながら行い、終わる頃には少し汗をかくくら

い身体が温まっていました。ボラン
ティアさん手作りのお弁当は「作った
こと（食べたこと）のない料理がでて
くるから良い！」「里芋サラダが美味
い！」と大好評でした。ぜひ来年もご
参加ください。

（協力：民生委員児童委員、調理ボランティア、
町栄養士、マイクロバス運転手）

　町栄養士より“お弁当の栄養について”話を聞い
た後、お弁当づくりがスタート。少人数でアット
ホームな雰囲気のなか、魚の臭みを取る方法や簡
単な骨抜き方法など、日頃感じている調理の悩み
を解決しつつ、普段と違った調理法や新しいレシ
ピに挑戦し、完成。試食会では「美味しい！」「家
庭でも作ってみたい！」「子ども達に食べさせた
い！」「こんな料理教室が町内にあれば通いたい。」
と大好評でした。

くらサポ フォローアップ研修 ９月４日（水）  16名参加※

簡単なお弁当づくり
9月13日（金）  4名参加※

◦舞茸たっぷり
ごはん

◦サバの竜田揚
げ

　～野菜のせ～

◦椎茸の山掛けチ
ーズ焼き

◦青菜のお浸し

◦ごま豆腐

◦わかめスープ

メニュー

ふれあい会食会　～大平賀・大山・川小牧地区～
10月9日（水）  28名参加※

※参加者のみの人数です。
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　富加町赤十字奉仕団の長年の活
動に対し、日本赤十字社より『金色
有功章』が授与されました。この金
色有功章は、9月26日に行われた

「日本赤十字社岐阜県支部 創立130
周年記念大会」において、名誉副総
裁高円宮妃殿下より直接授与して
いただきました。

　日本赤十字社富加町分区　板津德次分
区長より、受賞された方々を代表して4名
の方に伝達表彰されました。
　今回表彰された奉仕団員16名
金色有功章：4名、　 銀色有功章：3名、
金色枠感謝状：2名、銀色枠感謝状：7名

『生活福祉資金貸付事業「教育支援資金」』のご案内
　低所得世帯（※）に対し、高校、大学等に就学又は入学
するのに必要な経費をお貸ししています。
　また、高校の授業料が払えない為に卒業ができない
という場合に限り、授業料の緊急貸付も行っています。

　この貸付は、他法他施策優先が原則となっています。他に使える制度がある場合はそちらを紹
介する場合があります。

（※低所得世帯…必要な支援を受けられることにより自立して生活できると認められる世帯で
あって、必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯のことをいう。）

詳しいことを知りたい方は、担当（足立・河合）までお問い合わせください。

資金の種類
貸　付　条　件

貸付限度額 貸付利子 連帯保証人

就学支度費 入学に際し必要な経費
（入学金、教材費など） 50万円以内

無利子

原則不要

世帯内で
連帯借受人

が必要教育支援費
就学するために

必要な経費
（授業料など）

(高校)月3.5万円以内
(高専)月6万円以内　
(短大)月6万円以内　
(大学)月6.5万円以内
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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

97

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

【30歳以上】
◦トレーニング機器取扱講習会
　12月 3日（火）　19時30分～20時30分
　  1月 8日（水）　19時30分～20時30分
　  2月 6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】
◦パワーリハビリテーション講習会
　12月18日（水）　13時30分～15時30分
　いきいきトレーニングプラザ
　※12月2日（月）9時より受付を開始いたします。

相 談 日
◦無料法律相談
　 2月18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　
　12月21日（土）  1月18日（土）　2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おります。
　気軽にご相談ください。

法人会費(9月6日～10月5日追加分)

今後の予定（12月・1月・2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。

　みなさまからいただいた「ベルマーク」を
先日、“岐阜県立可茂特別支援学校”に届け
てきました。
　引き続き集めておりますので、児童セン
ター入り口にある回収ケースまたは下記事
務局までお持ちください。

　9月29日(日)富加町商工会建設業部会
によるボランティア活動で、児童センター
外通路天井の断熱材を剥がしていただき
ました。
　 外 通 路 の 長 さ は 約50m。
ビラビラと垂れ下がってい
た天井の断熱材を高圧洗浄
機と手作業で取り除いてくだ
さいました。

届けてきました！！ ありがとうございました

(有)中濃 （敬称略）1万円




