
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。

赤い羽根共同募金
“街頭募金”
11月16日（土）、17日（日）

　11月16日（土）・17日（日）の二日間
に渡り、町民まつり会場にて“ボーイ
スカウト美濃加茂第1団”のご協力の
下、街頭募金運動を行わせていただき
ました。ボーイスカウトの子達の呼び
かけに、快く募金してくださった来場
者、出展者の皆さん、ありがとうござ
いました。街頭募金総額は66,705円。
17日に行われた贈呈式にて、ボーイ
スカウトより社協会長に手渡されま
した。
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ありがとう
ございました

【岐阜県共同募金会　富加町分会】
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令和元年度　共同募金運動活動報告
赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金

募金総額1,735,989円
　10月1日より12月31日まで実施いたしました「共同募金運動」にご協力いただき、ありがとうございました。
この募金は全額、岐阜県共同募金会に送金し、岐阜県下の地域福祉事業の財源として、また被災地の災害ボラ
ンティアセンター運営等の財源として、各団体に配分されます。
　なお、共同募金がどのように活用されているかをより詳しく知りたい方は、パソコン又はスマートフォンで

『赤い羽根データベース「はねっと」』と検索してみてください。

募金箱設置協力…富加町役場、タウンホールとみか、めぐみの農協 富加支店、
　　　　　　　　富加郵便局、加治田郵便局、富加町社会福祉協議会
街頭募金協力……ボーイスカウト美濃加茂第１団
職域募金協力……富加町職員互助会、富加町社会福祉協議会

協力団体 街頭募金　　　　　　　66,705円

 職域募金・バッジ募金　24,998円

 募金箱　　　　　　　　  4,786円

　封筒募金（1,454世帯）1,446,500円
自治会名 募金額 自治会名 募金額 自治会名 募金額
巾　　上 73,000円 駅前（南本町） 32,000円 栃　　洞 44,000円
下 滝 田 115,000円 大　　山 125,000円 片　　町 28,000円
井　　高 33,000円 高　　畑 78,000円 新　　町 18,000円
上 羽 生 180,500円 高畑住宅 0円 上　　町 16,000円
下 羽 生 219,000円 夕　　田 56,000円 中　　町 11,000円

駅前（本宮町） 87,000円 本　　郷 21,000円 下　　町 23,000円
駅前（旭町） 24,000円 町　　屋 41,000円 絹　　丸 54,000円
駅前（栄町） 17,000円 老　　梅 35,000円 川 小 牧 51,000円
駅前（本町） 25,000円 長　　峰 40,000円 加治田住宅 0円

（順不同・敬称略）

【岐阜県共同募金会 富加町分会】

募金内訳

（令和元年12月31日現在）

　法人募金（21法人）193,000円
　　協力会社名

◦医療法人社団　明星会
◦株式会社　天池モールド
◦日興精機株式会社
◦まこと工業株式会社
◦株式会社　ORIBE
◦Kライス　米寿庵
◦株式会社　コジマックス

◦株式会社　舟場製作所
◦株式会社　サカイ鋼業
◦株式会社　半布里産業
◦株式会社　梅田
◦株式会社　田中工業
◦有限会社　高井プレス
◦戸島工業株式会社

◦有限会社　板津バレル
◦有限会社　若宮環境サービス
◦太洋化学工業株式会社
◦株式会社　大桜産業
◦株式会社　栗山組
◦有限会社　太成ゴム工業
◦北川工務株式会社
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　加齢と共に現れてくる様々な症状を体験できるコーナーを設けました。自らの白内障体験や家族の
介護体験などをお話ししてくださったり、ぜひ体験させたいとお友達を誘ってきてくださったりと、
子どもからお年寄りまで幅広い年代の方々に体験していただくこと
ができました。

　民生委員児童委員・調理ボランティアの皆さん
にご協力いただき、加治田地区のふれあい会食会
を実施しました。非常にアットホームな雰囲気の
中、「和のエクササイズ」で身体を動かし、ボラン
ティアさん手作りの美味しいお弁当を食べながら、
終始たくさんの笑顔
や笑い声があふれて
いました。
　来年度も4つの地域
に分けて開催してい
きますので、ぜひご
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）

ふれあい会食会　～加治田地区（川小牧を除く）～
11月22日（金）  10名参加※

高齢者を体験してみよう　～町民まつり会場にて～
11月17日（日）

白内障で目が
見えにくくなることや

視野が狭くなることを体験

指先の感覚が
鈍くなることを体験

片側だけ筋力が
落ちることを体験

特殊なゴーグルや
メガネを装着して
絵本を見てみよう！

軍手をはめて
絵本のページを
めくってみよう！

利き手と利き足に
重りをつけて

踏み台昇降をしてみよう！

※参加者のみの人数です。
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“児童センター”と
“放課後児童クラブ”はどう違うの？

2階　放課後児童クラブ

1階　児童センター
 （自由来館・ランドセル来館）

二つの事業を簡単に比較すると、

さらに、
放課後児童クラブの待機児童解消のため、今年度4月より新たに児童センターが行っている事業が、
児童センター「ランドセル来館」です。この事業は、児童センターでありながら、放課後児童クラブ
のような要素を併せ持っています。

　放課後児童クラブ・児童センター「ランドセ
ル来館」については、すでに来年度の利用者が
決定しておりますので、申込については富加町
役場教育課子育て支援係（☎54-2177）にてご
確認ください。

　児童センター「自由来館」では、行事もいろい
ろ計画しています。ぜひ遊びに来てください。

この二つの事業は、富加小学校の北側にある建物の中で実施しています。

児童センター「自由来館」 放課後児童クラブ
（通称：学童保育）

自由に来て、自由に遊べます スケジュールにそって学習・遊び・おやつの
時間を集団で過ごします（保護者の送迎が必要）

事前申込 なし
（毎年度、初回利用時に登録必要） 必要

利 用 料 原則 無料 あり

利用条件 0歳〜18歳であれば可
（未就学児は保護者同伴） あり（就労等）

定　　員 原則 なし あり

平　　日
9時〜17時 下校〜18時30分

（放課後）一度帰宅してから利用 （放課後）小学校から直接受け入れ

土 曜 日 9時〜17時 8時〜18時30分

春・冬・夏休み
（平日） 8時30分〜17時 7時45分〜18時30分

児童センター
「ランドセル来館」

遊びや学習をして自由に過ごします
（保護者の送迎が必要）

事前申込 必要

利 用 料 あり

利用条件 あり（就労等）

定　　員 あり

平　　日
下校〜17時

（放課後）
小学校から直接受け入れ

土 曜 日 休み

春・冬・夏休み
（平日） 休み
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富加町結婚相談所の
リーフレットができました。

豚汁、おいしかったよ。ありがとうございました。

　車いすに乗ったまま乗れる軽自動車をお貸ししています。「病
気治療（通院・入退院）」や「施設への入退所」はもちろん、「買物、
旅行などの外出」にもご利用いただけます。車いすも一緒に貸
し出すことができますので、申請の際にお申し出ください。

貸出車両：ダイハツ　タント
貸出期間：原則４日間
利 用 料：無料（ガソリンを満タンにして返却ください）
貸出条件： ◦運転者、車いす使用者のいずれかが町内在住であること
 ◦運転者は、車いす使用者の家族又は親族であること
 ◦運転者は、免許取得から１年以上経過し、日常的に運転していること

　事前の申請と予約が必要です。詳しくは、☎︎54-1312（担当：河合）まで。

　富加町役場、タウンホールとみか、道の駅、郵便局な
どの町内施設や店舗に置かせていただいております。
　周りにご縁を求めてみえる方がおみえになりました
ら、ぜひお勧めください。
　結婚についてのご相談は、☎︎54-1313（担当：森）まで。

　児童センターと放課後児童クラブで
「豚汁を食べよう」という行事を行いまし
た。地域の方やいきいきトレーニング
プラザの利用者の方、放課後児童クラ
ブの保護者の方より“大根・人参・里芋・

白菜・ネギなどの野菜”をたくさんご提供いただき、富
加町赤十字奉仕団の方に“野菜がたっぶり入った豚汁”を
作っていただきました。
　大きな鍋（はそり）で作った豚汁は大好評。いつもは野
菜をあまり食べない子達も完食。おかわりする子もたく
さんいました。

“子ども達からご協力いただいた方々へのメッセージ”
いきいきトレーニングプラザにて掲示させていただいた
後、現在は児童センターにて掲示しています。

新職員紹介
前任者の退職に伴い、10月より「事務職員」として勤務しております
“中

なかしまりょうや

島諒也”と申します。会計、労務、庶務を担当しております。
不慣れではございますが、よろしくお願いいたします。

福祉車両「車いす積載型自動車」、
貸し出しています。

12月2日（月）  小学校の振替休業日
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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

【30歳以上】
◦トレーニング機器取扱講習会
　3月3日（火）　19時30分～20時30分
　4月8日（水）　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
　3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
　※3月2日（月）9時より受付を開始いたします。

相 談 日
◦土曜の結婚相談日
　3月21日（土）　4月18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。

今後の予定（3月・4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。

あたたかい心
ありがとうございます

・金5万円…………………… 匿名

日時   3月9日（月）～14日（土）
会場   ふれあいサロンどうだん
主催   NPO法人とみかのわっか

開催期間中は様々な催しを企画して
みえます。ぜひご参加ください。

詳しい内容は、NPO法人とみかのわっかが発行するチラシでご確認ください。
（本会は当事業を異世代交流事業と位置づけ協賛しています。）

わくわくウィーク

岐阜県共同募金会
富加町分会

『令和元年台風第19号災害義援金』
家元…徳山弦泉…鈴泉会…
代表…日比野美幸
…………………………… 12,000円
　窓口にお寄せいただいた義援金は、
岐阜県共同募金会より被災地の共同
募金会に送金され、被災者の皆様の
元に届けられています。

月曜日 水曜日

3月
2日、　9日

16日、23日
30日

4日、11日
18日、25日

4月 6日、13日
20日、27日

1日、　8日
15日、22日

高齢者移動支援事業実施カレンダー（3月・4月）

イベント情報




