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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

～福祉車両貸出事業～

車椅子のまま乗れる
軽自動車をお貸ししています。

　病院への通院や入退院、施設への
入退所、買物などの外出の際にご利
用ください。過去には、法事などの
冠婚葬祭や近くの観光地への小旅行
にもご利用いただきました。新型
コロナウイルス感染症の影響により、
不要不急の外出は控えてみえると思
いますが、必要な場合にご利用くだ
さい。
　また、車椅子も一緒にお貸しでき
ますので、ご予約の際にお申し出く
ださい。

貸出車両：ダイハツ「タント」

貸出期間：最長4日間

利 用 料：無料。ただし、ガソリンは満タンにしてご返却ください。

貸出条件： ● 運転される方または車椅子に乗られる方のいずれかが、町内在住であること
 ● 運転される方は、車椅子に乗られる方の家族または親族であること
 ● 運転される方は、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

申し込み：事前にお電話にて空き状況をご確認のうえ、申請書をご提出ください。
詳しくは、事務局（電話54-1312）まで。
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　コロナ禍で例年開催していた「ふれあい会食会」が行えなく
なったため、代わりに配食形式の「ふれあいお弁当事業」を実
施しました。感染症対策に配慮しながら調理ボランティアの
皆さんに作っていただいた“彩り豊かな美味しいお弁当”に、
絵手紙同好会の皆さんに作成していただいた“季節を感じる
素敵な絵手紙”を添えて。本会の職員は絵手紙へのメッセージ
記入と配食を担当しました。人と接する機会が減る状況下に、
皆さんの笑顔を見ることができて良かったです。

（協力：絵手紙同好会、調理ボランティア、町栄養士）

　ポレポレ健幸体操の森雪絵先生を講師に迎え、コロナ禍で家にいることが多い
今“椅子に座ってできる簡単なストレッチ”を教えていただきました。いつものよ
うに皆さんと楽しくふれあう交流はできませんでしたが、感染症対策をしっかり
行って開催することができました。

　今年度のふれあい・いきいきサロンは、新型コロナウイルス
感染症の影響により、年度当初より7地区がお休みされるこ
ととなり、感染症対策をとりながら活動されていた2地区も、
今年に入り次々とお休みされることとなりました。地域の
皆さんが集まって楽しく過ごせる日々が早く来ることを願
います。

ふれあいお弁当事業

ふれあい・いきいきサロン支援員交流会

10月7日（水）  加治田地区（川小牧を除く）  20食を配食
12月2日（水）  大平賀・大山・川小牧地区  25食を配食

12月8日（火）  タウンホールとみか小ホール  参加者16名

活 動 報 告

★ちらし寿司

★海老と野菜の天ぷら

★チンゲン菜ともやしのからし醤油和え

★季節の果物

お弁当メニュー
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〜登録ボランティア団体・コロナ禍の活動紹介〜〜登録ボランティア団体・コロナ禍の活動紹介〜

「鈴泉会」

「よりみち」

　鈴泉会は、施設やイベント等で三味線の演奏や歌唱を行うボランティア
団体です。しかし、今年は新型コロナウイルス感染症が流行し、今までど
おりに活動を続けることが難しくなりました。そこで、コロナ禍でもでき
るボランティア活動を工夫して考え、センチュリー21グループホームの
皆さんに宛てて、リバーシブルで使えるチョッキを手作りされました。

　よりみちは、駅前の観音堂で朝市を開いている
ボランティア団体です。18年前にはじめられた朝市。
昔と比べるとお客さんも少なくなっていますが、
買い物にみえる近くのお年寄りの方は、皆さんと
のおしゃべりも楽しみに来てくださっています。
コロナ禍でも毎週開催。一度足を運んでみてくだ
さい。

　クリスマスに合わせ、メンバーの方2名が
サンタクロースに仮装して届けました。感染
対策により玄関で職員さんにお渡しする形と
なりましたが、暖かいチョッキのプレゼント
に、受け取ったグループホームの皆さんはと
ても喜んでいらっしゃいました。

寒い日には、たき火を囲んで。

朝市は

毎週木曜日
朝8時～9時
新鮮野菜を
販売
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　本会では、富加町にお住まいで、新型コロナウイルス感染症の影響による
休業や失業で生活資金にお悩みの皆様に、一時的な資金の緊急貸付の窓口を
開設しています。現在、この特例貸付の申込期限は3月末日まで延長されて
います。
　生活資金にお悩みの方は、一度ご相談ください。

岐阜県社会福祉協議会　受託事業

生活福祉資金貸付制度
〜特例貸付（緊急小口資金・総合支援資金）〜

富加町社会福祉協議会
電　　話：54-1312
受付時間：8時30分～17時15分（休日：土日・祝日）
※事前にお電話にてご予約ください。予約の際にご準備いただく書類等
をお伝えいたします。
※本会宛に申請書類を郵送していただくことも可能ですが、書類の不備
等があると手続きが遅れる可能性もありますので、ご注意ください。

1月25日に各戸に配布させていただきましたチラシも併せてご覧ください。

緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が

困難となった場合に、
少額の費用の貸付を行います。

対 象 者

新型コロナウイルス感染症の影
響を受け、休業等により収入の
減少があり、緊急かつ一時的な
生計維持のための貸付を必要と
する世帯

※収入の減少があれば休業状態
になくても対象。

貸付上限額 20万円以内

据置期間

1年以内
※令和4年3月末以前に償還時
期が到来する予定の貸付に
関しては、令和4年3月末まで
延長。

償還期間 2年以内

貸付利子 無利子

保 証 人 不要

総合支援資金「生活支援費」
生活再建までの間に必要な
生活費用の貸付を行います。

対 象 者

新型コロナウイルス感染症の影
響を受け、収入の減少や失業等
により生活に困窮し、日常生活
の維持が困難となっている世帯

※収入の減少があれば休業状態
になくても対象。

貸付上限額
（2人以上）月20万以内
（単身）月15万円以内
貸付期間：原則3月以内

据置期間

1年以内
※令和4年3月末以前に償還時
期が到来する予定の貸付に
関しては、令和4年3月末まで
延長。

償還期間 10年以内

貸付利子 無利子

保 証 人 不要

　  お申し込みは
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　10月1日より12月31日まで実施させていただきました「共同募金運動」に、多くの皆様よりご協力いただ
きましたこと、心より感謝申し上げます。
　この募金は全額、岐阜県共同募金会に送金させていただき、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の運営等の財源として、各団体に配分されていきます。なお、配分先等
の詳しい情報につきましては、パソコン又はスマートフォンにて『赤い羽根データベース「はねっと」』と検索
していただければ、閲覧が可能となっておりますのでご覧ください。

1,642,281円赤い羽根共同募金・
歳末たすけあい募金

【岐阜県共同募金会　富加町分会】

令和2年度   共同募金運動活動報告

募金内訳
封筒募金（1,424世帯）1,461,150円
自治会名 募金額（円） 自治会名 募金額（円） 自治会名 募金額（円）
巾　　上 66,500円 駅前（南本町） 31,000円 栃　　洞 43,000円
下 滝 田 114,000円 大　　山 123,000円 片　　町 28,000円
井　　高 34,000円 高　　畑 79,000円 新　　町 18,000円
上 羽 生 184,000円 高畑住宅 0円 上　　町 15,000円
下 羽 生 232,650円 夕　　田 56,000円 中　　町 11,000円

駅前（本宮町） 88,000円 本　　郷 30,000円 下　　町 23,000円
駅前（旭町） 21,000円 町　　屋 41,000円 絹　　丸 55,000円
駅前（栄町） 17,000円 老　　梅 32,000円 川 小 牧 54,000円
駅前（本町） 25,000円 長　　峰 40,000円 加治田住宅 0円

（令和2年12月31日現在）

法人募金（18法人）154,000円
協力法人

◦医療法人社団  明星会
◦株式会社  田中工業
◦株式会社  梅田
◦日興精機株式会社
◦まこと工業株式会社
◦株式会社  舟場製作所

◦株式会社  半布里産業
◦株式会社  コジマックス
◦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  足立縫製

◦株式会社  栗山組
◦有限会社  若宮環境サービス
◦株式会社  大桜産業
◦有限会社  太成ゴム工業
◦北川工務株式会社
◦株式会社  熱田資材

募金総額

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

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 実施なし

職域募金・バッジ募金 23,218円

募金箱 3,913円

（順不同、敬称略）
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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

【65歳以上】
◦パワーリハビリテーション講習会
　3月17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1日（月）9時より受付を開始いたします。

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。

　令和3年2月版を各戸配布
いたします。
　今回も配達・訪問・送迎
などが利用できる生活支援
情報や各種サービスなど、
役立つ情報が満載です。
　ぜひご活用ください。

くらしに役立つ情報誌
「とみか生活便利帳」

・タオル…………………… 匿名
・卓球台…………………… 匿名

あたたかい心ありがとうございます。

高齢者移動支援事業
ご自宅からご希望の店舗まで送迎いたします。
月・火・水・金曜日
午前9時～11時30分
ご予約・お問い合わせは、事務局【電話54-1312】まで。

月曜日 火曜日 水曜日 金曜日

3月
1日、 8日

15日、22日
29日

2日、 9日
16日、23日

30日

3日、10日
17日、24日

31日

5日、12日
19日、26日

4月
5日、12日

19日、26日
6日、13日

20日、27日
7日、14日

21日、28日
2日、 9日

16日、23日
30日

《実施日カレンダー》
相 談 日

◦土曜の結婚相談日
　3月13日（土）　4月17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】

お詫び 前号に掲載させていただいた寄付物品の内容に誤りがありましたので、訂正いたします。
「ふれあいオンステージの記録DVD」 （誤）平成14年～平成22年に撮影⇒ （正）平成11年～平成22年に撮影

ホームページ
QRコード


