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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

“町内のボランティアさんに
作っていただいた折り紙”

～訪問時にお渡しするお茶やお菓子に添えて～

給食サービス事業

素敵な
メッセージカードが
できました！

ボランティアの方々のご協力の下、
実現しました。

給食サービス事業は
現在休止中。職員が
利用者宅を訪問。

ふれあい会食会をふれあいお弁当事業に変更。
職員が配食。

10月7日（水）
加治田（川小牧を除く）
地区

“絵手紙同好会の皆さんに
作っていただいた絵手紙”

～調理ボランティア手作りのお弁当に添えて～

ふれあいお弁当事業
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令和２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。

一般会費

法人会費

1,463戸  2,927,000円

30法人　300,000円

（順不同、敬称略）

会費総額　　3,227,000円（令和2年9月30日現在）

　新型コロナウイルス感染症の影響で大変な時期にもかかわらず、多くの皆さまにご協力いただ
きましたこと、心より感謝申し上げます。
　皆さまからいただきました会費は、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 自治会 戸数 金額 自治会 戸数 金額
巾　上 72 144,000 駅前（南本町） 31 62,000 栃　洞 44 88,000
下滝田 114 228,000 大　山 123 246,000 片　町 28 56,000
井　高 34 68,000 高　畑 79 158,000 新　町 18 36,000
上羽生 182 364,000 高畑住宅 0 0 上　町 16 32,000
下羽生 232 465,000 夕　田 56 112,000 中　町 11 22,000

駅前（本宮町） 85 170,000 本　郷 30 60,000 下　町 23 46,000
駅前（旭町） 22 44,000 町　屋 41 82,000 絹　丸 55 110,000
駅前（栄町） 17 34,000 老　梅 31 62,000 川小牧 53 106,000
駅前（本町） 26 52,000 長　峰 40 80,000 加治田住宅 0 0

法人名

㈱熱田資材 ㈱梅田 ㈲足立縫製

㈲若宮環境サービス 医療法人社団　明星会 ㈲板津バレル

㈱天池モールド 青協建設㈱ ㈲高井プレス

㈱大桜産業 北川工務㈱ 家電サポートいまい

㈱斉木工業所 ㈲太成ゴム工業 ㈲中濃

㈱半布里産業 まこと工業㈱ 太洋化学工業㈱

㈱コジマックス ㈱田中工業 ㈱栗山組

㈱サカイ鋼業 戸島工業㈱ ㈱ＫＶＫ

日興精機㈱ ㈱ジムブレーン ㈲山田製作所

めぐみの農協 富加支店 ㈱舟場製作所 ㈱ＯＲＩＢＥ



3

店舗

詳しくは、本会事務局（担当：河野）まで
お問い合わせください。

※12月28日（月）～1月4日（月）はお休みいたします。

無料（試験運行期間）

⑴ 事前に申込をしてください（当日の申込はできません）。
◦予約受付は利用日の１ヶ月前から前日までにお願いします。
◦申込時にご希望の日時と店舗をお伝えください（店舗は原則１カ所です）。
◦予約は先着順で、利用は週２回までとなります。
◦予約の状況により、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。

⑵ 利用当日の感染予防対策にご協力ください。
◦マスク着用が必須となります。
◦体調確認をいたします。発熱、風邪症状などがある場合はご利用できません。
◦乗車する際に、手指消毒をしていただきます。

下記のいずれにも該当する方
❶ 富加町在住の概ね65歳以上の方
❷ 移動に困ってみえる方
❸ 一人で車の乗り降りができる方

毎週　月曜・火曜・水曜・金曜　9時～11時30分
（祝日、お盆、年末年始は運休）

　この事業は、車の運転ができない、運転に不安を感じるため車を運転
していない、など移動にお困りの方を支援するため、“ご自宅近くから店
舗まで”“店舗からご自宅近くまで”送迎するという事業です。

◦役場
◦富加駅
◦ＪＡめぐみの
◦いきいきトレーニングプラザ
◦ゲンキー富加店
◦コメリ富加店
◦バロー富加店
◦Ｖドラッグ富加店
◦杉山クリニック
◦いこまファミリークリニック
◦あまいけファミリー歯科
◦山田歯科医院
◦富加接骨院
◦はっとり接骨院
◦町内の商店、美容院

高齢者移動支援事業（試験運行）

日　　時

対　　象

利 用 料

利用方法

月曜日 火曜日 水曜日 金曜日

12月 7日、14日
21日

1日、　8日
15日、22日

2日、　9日
16日、23日

4日、11日
18日、25日

1月 18日、25日 5日、12日
19日、26日

6日、13日
20日、27日

8日、15日
22日、29日

2月 1日、　8日
15日、22日

2日、　9日
16日

3日、10日
17日、24日

5日、12日
19日、26日

《12月・1月・2月の実施日カレンダー》

10月より  店舗が増えました。
11月より  火曜日を追加し、週2回利用

できるようになりました。

皆さまからのご要望にお応えして、

特集
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　富加町社会福祉協議会が窓口となって、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。
　さらに、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。

下記の中から、必要な内容を選んでいただき、契約を結びます。

❶ 福祉サービスを利用するための手続きなどをお手伝いします。
◦日常生活で困っていることの相談にのります。　◦どんな福祉サービスがあるのか説明します。
◦福祉サービスの利用手続きをお手伝いします。

❷ お金の支払いなどをお手伝いします。
◦利用者に代わって支払いなどのお手伝いをします。（通帳からの払い出し、利用料金の支払いなど）
◦一緒に銀行へ行ってお手伝いすることもできます。

❸ 大事なものをお預かりします。
◦お預かりすることができるのは、預金証書、年金証書、印鑑、権利書などで、貸金庫にて保管します。

　この事業は、認知症、知的障がい、精神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支援する事業です。
　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）をします。

❶ 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こと
❷ 必要な資金の融通を他から受けることが困難であること

下記のいずれにも該当する低所得者世帯対象

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。

詳しくは、本会事務局（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

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

世帯内で
連帯借受人
が必要

岐阜県社会福祉協議会　受託事業岐阜県社会福祉協議会　受託事業

「日常生活自立支援事業」のご案内

「生活福祉資金貸付事業『教育支援資金』」のご案内

生活支援員の派遣：1時間あたり1,000円
（1時間を超えると15分ごとに250円加算）
書類の預かり：1ヶ月500円

利用料利用料 岐阜県「社協キャラクター」
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　申込期限が迫っていますので、来年度に利用を希望される方は早めのお手続きをお願い
します。どちらも、定員がありますので、申込期限を過ぎて申し込まれた場合には待機と
なる場合がございます。
　また、今年度ご利用中の方も来年度の申込手続きは必要となりますので、ご注意ください。

詳しくは、富加町役場教育課子育て支援係（電話54-2177）
または 本会事務局（担当：河合） までお問い合わせください。

◦ 申込書類配付 富加町役場（2階 教育委員会）、とみかこども園、
 富加町児童センター（1階 本会事務局）

◦ 提 出 先 富加町役場（2階 教育委員会）、
 富加町児童センター（1階 本会事務局）

◦ 申 込 期 限 12月14日（月）厳守

　日頃は、日本赤十字社の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　この度、皆さまから納入いただきました社資は、全額、日本赤十字社岐阜県支部に送金
させていただきました。

・ふれあいオンステージの記録DVD………………………… 匿名
　このDVDは、ビデオクラブの方が平成14年～平成22年に撮影された
もので、年ごとに記録されています。

　このＤＶＤを、新型コロナウイルス感染症の影響でボランティアによる歌や演奏、踊り
を楽しむことができない利用者に少しでも喜んでいただこうと、町内の施設（「センチュリー
21」「グループホーム明星」「アルトシュタットとみか」）に1枚ずつ寄贈させていただきました。

あたたかい心ありがとうございます。

日本赤十字社富加町分区

1,054,000円
（令和2年9月30日現在）

一般社資  744,000円
法人社資  310,000円

協力企業（13法人）
㈱名濃

日興精機㈱ ㈲太成ゴム工業 医療法人社団 明星会
まこと工業㈱ ㈱舟場製作所 ㈱天池モールド
㈱半布里産業 ㈱ＯＲＩＢＥ 社会福祉法人 三輪会
㈲板津バレル ㈲アテインムライ ㈱梅田

来年度（令和３年度）利用申込受付中！
「放課後児童クラブ」「児童センター『ランドセル来館』」

社資総額

内訳
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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

相 談 日
◦土曜の結婚相談日
　12月19日（土）　1月16日（土）　2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います。
　※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】

◦無料法律相談
　2月16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分短縮しています。

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。

　10月25日（日）道の駅「ハロウィンまつり」のステージイベントに、「加茂女会」「箏遊会」「若草会」
「鈴泉会」が出演しました。当日は風が強く様々なアクシデントもありましたが、当初予定
になかった2団体の共演があるなど、楽
しいステージとなりました。今年は新型
コロナウイルス感染症の影響で多くの
イベントなどが中止になっていますの
で、“このステージを楽しみにしていた”
“久しぶりに演奏が聴けてよかった”と
大変好評でした。

登録ボランティアが道の駅のイベントに出演!!

【65歳以上】
◦ふれあいお弁当事業
　～大平賀･大山・川小牧地区～
　12月2日（水）
　※申し込み受付は終了しています。

◦パワーリハビリテーション講習会
　12月16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1日（火）9時より受付を開始いたします。

12月・1月・2月の実施日カレンダーは3頁に
掲載しています。

高齢者移動支援事業

9月に本会の結婚相談所にご登録いただいている方（1名）がご成婚されました。


