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夏休み
ボランティア体験
小・中学生

8月6日
（木）
南公民館にて

小学生

「車いす体験」

中学生

「ボランティア活動体験」

詳しくは、
2ページを
ご覧ください。

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。

活動報告
夏休みボランティア体験

8月6日（木）

小学生の部
（9：30～12：00） 2名
中学生の部
（13：15～15：45） 7名

小学生

オリエンテーション
● 車いす体験
●

「オリエンテーション」
「ボランティア活動体験」

「体育館に設置したコースを体験しよう」

●

ボランティア活動体験

「使用済み切手の仕分け作業を体験しよう」
新型コロナウイルス感染症の影響により、例年のような高
齢者施設・児童施設での体験は行えませんでしたが、感染予防・
拡散防止に十分配慮した上で、例年よりも実施回数と時間を
短縮して開催しました。車いす体験は特に興味深く取り組み、
自分の力で車いすを操作し、幅が狭くなる所や段差のある所
を繰り返し体験することで、車いすに乗っている方の気持ち
や目線を体感していました。また、
ボランティア活動体験では、
使用済み切手の仕分け作業に挑戦し、いろんな種類の切手を
見つける楽しみを見出しながら、黙々と真剣な眼差しで行っ
ていました。
来年も皆さんが関心を持って楽しみながら参加できる体験
を実施したいと考えていますので、ぜひご参加ください。

中学生
「オリエンテーション」
「車いす体験」
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特集

1

「救急医療情報キット」配布事業
援助が必要な方（※）を対象に「救急医療情報キット」
を配布しています。
このキットは、緊急時（自宅や屋外で倒れた場合など）に、救急隊員や近所の方が、必要な情
報
（持病やかかりつけ医、連絡先など）
を得て、必要な援助活動を行うことができるようにするもの
です。
（可茂消防事務組合との間で協定を結んでいます。
）
希望される方は、各地区の民生委員、各自治会の福祉委員、または本会の事務局（電話：541312【担当：森】）までお声かけください。

お願い！
！

※町内在住で、下記のいずれかに該当する方

すでに
『救急医療情報キット』
を
持っている皆さまへ

① 概ね65歳以上の一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯
② 概ね65歳以上の昼間に家族が仕事等で一人となる高齢者、
高齢者のみの世帯
③ 手帳の交付を受けている障がい者

定期的に、緊急連絡先や飲んでいる薬な
どの情報が最新のものであるか、確認を
お願いいたします。

1 救急情報シートを記入し、容器に入れます。
2 容器を冷蔵庫で保管します。
3 容器が入っていることを示すため、冷蔵庫に
マグネットシートを貼ります。
4 玄関ドアの内側にシールステッカーを貼ります。

（悪質な業者に利用されないため、必ず内側に貼ります。
）

どんな時に役立つの？

なぜ、冷蔵庫に保管するの？

家に一人でいる場合は、駆けつけ

冷蔵庫は、緊急時に慌てていても

た救急隊員や倒れているのを発見し

すぐに探すことができる所として

てくださった方に、緊急連絡先や持

最適です。

病などの情報を伝えるのが難しい状態
の場合もあります。
そんな時、救急医療情報キットがあ
れば、名前や緊急連絡先、持病・飲ん

“どこのお宅にもあって、家のどの場
所に置いてあるかが決まっている。見た
目もわかりやすくて、保管もできる。
”
冷蔵庫用マグネットシートがあれば、

でいる薬などの情報がすぐに得られる

さらにわかりやすくなりますので、ぜひ

ため、迅速に対応することができます。

貼りつけてください。

この事業には赤い羽根共同募金の配分金が使われています。
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特集

大掃除支援事業

2

お盆と歳末の年2回、訪問介護員（ホームヘルパー）
では
行うことができない「窓ふき等の大掃除」
を、
シルバー人材センターから支援員を派遣して行っています。
対

下記のいずれにも該当する方

象

1
2
3

費

用

富加町在住である
訪問介護員（ホームヘルパー）
の派遣を受けている
独居高齢者世帯、高齢者のみの世帯、
身体障がい者のみの世帯である

無料（ただし、時間を超過する場合は実費にてお支払い）

派遣時間

2時間以内（2名で対応）

主な内容

窓ガラス及び窓枠の清掃、網戸の清掃、
屋敷周りの掃き掃除、草引き ※草刈りは行いません。

準備して
いただくもの

依頼された作業に必要な道具
（雑巾、バケツ、タオル、ほうき、ちりとり、ごみ袋 など）
※当日までに必ずご準備ください。

注意事項
★当日はご本人の立ち会いが必要となります。
★訪問介護員（ホームヘルパー）が行える掃除は除きます。
★梯子や脚立を使う高所での作業は行いません。

今年のお盆の大掃除は10名の方にご利用いただきました。

次回は…

歳末の大掃除いたします！

派遣期間

12月1日（火）
～14日
（月）

申込期間

10月15日（木）
～11月5日
（木）

申 込 先

本会の事務局
（電話：54-1312
【担当：河合】
）
「希望日・希望時間・希望内容」
をお申し出ください。
後日、シルバー人材センターより日程をご連絡いたします。

＊新型コロナウイルス感染症の発生状況によっては、急きょ中止となる場合や内容を変更させて
いただく場合があります。

この事業には赤い羽根共同募金の配分金が使われています。
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「ふれあい会食会」から
「ふれあいお弁当事業」に！
新型コロナウイルス感染症の流行状況を鑑み、従来の会食形式からご自宅に配達する方法
へと変更しました。対象地域にお住まいの65歳以上の方
（限定20食：先着順）に1食200円で
調理ボランティアが手作りした真心こもったお弁当をお届けします。詳しくは、対象地域に
各戸配布するチラシ等でお知らせしますので、そちらをご覧ください。

10月7日（水）加治田地区（川小牧を除く）
※申し込みは終了しています。（9月7日チラシ配布）

12月2日（水）大平賀・大山・川小牧地区
＊例年5月、6月にふれあい会食会を実施しておりました地域につきましては、本年度は中止とさせて
いただきました。
＊新型コロナウイルス感染症の発生状況によっては、急きょ中止させていただく場合があります。

「岐阜県生活困窮者自立相談支援事業」を
ご利用ください！

秘密厳守
相談無料

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。
一人で悩まず、まずはお電話にてご相談ください。
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

相 談

☎0574－24－3115
（無料電話 0800－200－2538）

窓 口

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

☎0574－54－2183

◦富加町社会福祉協議会

☎0574－54－1312
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〒501-3305

加茂郡富加町滝田1511

〒501-3305

加茂郡富加町滝田1381-1

赤い羽根共同募金が始まります

実施
期間

10月1日から
12月31日まで

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。
●
●

※今年度、街頭募金は実施しません。

高齢者移動支援事業

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。

月・水・金曜日の午前9時～11時30分に運行しております。
ご自宅からご希望の店舗まで送迎いたします。
ご予約・お問い合わせは、事務局
【電話：54-1312】
まで。

《実施日カレンダー》

相談日

◦無料法律相談
11月17日
（火）
13時～16時（1枠25分）
タウンホールとみか
※事前申し込みが必要です。
※換気や消毒のため相談枠を5分短縮
しております。

10月

11月

◦土曜の結婚相談日
10月10日
（土） 11月21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。
※会場の都合により、予約が必要です。
お越しの際は、事前にお電話ください。
【電話 54-1313】

月曜日

水曜日

金曜日

5日、12日
19日、26日

7日、14日
21日、28日

2日、 9日
16日、23日
30日

2日、 9日
16日、30日

4日、11日
18日、25日

6日、13日
20日、27日

あたたかい心ありがとうございます。
・マスクの型…………………… 匿名
専用の器具にセットすれば、布や紙などをマスクの形
に抜くことができる型を寄付していただきました。

事業の申し込み、ご相談はこちらまで

97

〒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

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）
電話番号

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

富加町役場
富加町
児童センター

富加
小学校

富加町社会
福祉協議会

N

0574-55-0066
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