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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。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年度に引き
続き、高齢者施設・児童施設での体験は行えませんでし
たが、3つのボランティア体験を計画し、感染予防対策
を講じた上で実施しました。

　大山地区のサロン参加者の方々と一緒に
クロリティーを行いました。競技が進むにつれ、
皆さん次第に熱が入り、自然とお互いに声を
掛け合う姿やたくさんの笑顔が見られました。
同じ競技を年齢差関係なく真剣に楽しむ中
で、より打ち解けた交流ができました。

（協力：大山サロン参加者の皆さん、スポーツ推進委員、
B&G海洋センター職員）

● 対象：中学生
● 8月3日（火） 9：30～11：30
● 4名

1ふれあい･いきいきサロン
　交流体験

「またサロンの方々と一緒にやりたい
です。あまりおじいちゃん、おばあちゃん
と交流しないので、交流でき、とても
楽しかったです。」

「クロリティーは結構難しかったけど、
お年寄りの方々と教え合って、初対面だ
けど、仲を深め合うことができました。」

（感想文より一部抜粋）

“ 2 給食サービス体験”“ 3 車いす体験”は次頁で！

夏休みボランティア体験
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　ボランティアの皆さんが調理に取り組んでいる様子
を見学した後、お弁当に付ける上紙に絵を描き、配食の
手伝いをしました。「お元気ですか？」「お身体に気を
つけてください。」という言葉とともにお弁当を渡すと、
利用者さんは大変喜ばれていました。

（協力：調理ボランティアの皆さん、町管理栄養士）

　まずは“ボランティアとは何か？”を皆で考え、ボランティア
をする上で大切な「気づく・感じる・考える・行動する」姿勢
や心構えを学びました。その後、車いすの説明を受け、実
際に一人一人自走用の車いすに乗る体験をしました。まっす
ぐ床の線に沿って進むだけでも、最初はなかなか思うように
動かせず、想像より腕の力が必要なことを知り、車いすを
操作する難しさを体験していました。さらに、二人一組で介
助する側とされる側を体験しました。動作ごとの声かけの重
要性やどういう操作をしたら乗っている側が不安に感じるの
かを学びながら、車いすの安全な介助方法についての理解
を深めました。

夏休みボランティア体験夏休みボランティア体験

2 給食サービス体験

3 車いす体験

● 対象：小学生
● 8月6日（金） 9：45～12：15
● 1名

● 対象：小学生・中学生
● 8月19日（木） 10：30～11：45、13：30～14：45
● 10名

「他の人にやってもらうと自分でするより
もこわかったので、乗っている人の気持ち
になってしたいと思いました。」

「ボランティアで大切な「気づく」「感じる」
「考える」「行動する」姿勢は、日常生活
でも大切にしていきたいと思いました。」
	 （感想文より一部抜粋）
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　加茂女会は、福祉施設や様々なイベントで大正琴を演奏する団体で
す。美濃加茂市や富加町などから大正琴が好きなメンバーが集まり、
平均年齢70歳以上、総勢80人ほどで楽しく活動しています。
　コロナ禍で演奏の機会が減った昨年度は、美濃加茂市社会福祉協議
会と連携して、YouTubeで演奏の動画を配信する新たな活動に取り組
みました。また、今年の7月には、ふれあいサロンどうだんのミニコン
サートに出演しました。迫力のある素敵な音色と軽快なリズムに、お客
様も身体を揺らしたり手拍子をしたりして楽しんでいらっしゃいました。
　練習は基本的に毎月2回、グループに分かれて行っています。活動先
にあわせて、クラッシックから演歌まで幅の広いジャンルの楽曲を演奏し
ます。
　新型コロナウイルス感染症の影響に
よって、今まで通りの活動は難しい中で
すが、できる範囲で演奏を継続していま
す。加茂女会に興味がある方や、参加
してみたい方は、ぜひご連絡ください。
感染状況が落ち着いた際には、演奏の
ご依頼もお待ちしています！

　福祉委員は、各自治会において地域の問題を把握し、民生委員と協力して地域の問題を解決する役割
の担い手として活動していただいています。

登録ボランティア団体  活動紹介

令和3年度  あなたの地域の福祉委員

自治会名 氏　名 自治会名 氏　名 自治会名 氏　名
巾　　　　上 森　　利和

駅前（本宮町）
森　　克己 長　　　峰 酒井　光幸

下 　 滝 　 田

酒向　和幸 小池　外男 栃　　　洞 小関　　靖
本多　正和 駅 前（ 旭 町 ） 安藤　和子 片　　　町 嶺川　正夫
山中　清彦 駅 前（ 栄 町 ） 高井　利久 新　　　町 勝本　　博
岡　　善勝 駅 前（ 本 町 ） 高井　　静 上　　　町 鈴木　茂男

井　　　　高 林　　克哉 駅前（南本町） 和座　茂樹 中　　　町 堀部　司郎

上 　 羽 　 生

福島　三芳
大　　　　山

織部　正己 下　　　町 大野　裕司
坂井　勝美 畑　　弘史 絹　　　丸 木澤　克己
坂井真由美

高　　　　畑
生駒　秀之 川　小　牧 石原　直幸

山田美智子 滝戸貴代実 加治田住宅 水谷　由美

下 　 羽 　 生

井戸　　章 高 畑 住 宅 野村てつよ
西村　公孝 夕　　　　田 村山　康宣
井戸千恵子 本　　　　郷 粥川　辰雄
井戸ちずる 町　　　　屋 酒井　宗美
井戸　康子 老　　　　梅 新美　恵美

「琴伝流大正琴　加茂女会」

富加町ボランティア・住民活動支援センター
（電話　0574-55-0066）

問い合わせ先
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　7月24日（土）に初めて総会を行いました。当日は10名のサポーターが出席し、要綱の確認を
したり、広報手段の一つであるチラシの見直しをしたりしました。さらに、過去の依頼内容を
振り返り、意見を交わしながら、これからの活動をどのような方向性で進めていくかを話し合
いました。
　なお、くらしのサポーターでは、より良い活動を進めていくべく、毎月1回の定例会も実施
しています。サポーターは随時募集しておりますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。

　くらしのサポーターは地域住民によるボランティア組織です。
地域における支え合いの活動として、利用者さんとの交流を大
切にしながら、活動に取り組んでいます。暮らしの中の「ちょっと
した困りごと」がある時は、お気軽にお問い合わせください！

生活支援ボランティア 「くらしのサポーター」生活支援ボランティア 「くらしのサポーター」

利用料…無料
※買い物代行など、 サポーターの車を使用

する支援は燃料費200円をお支払いい
ただきます。また、その他材料費が発生
する場合には実費負担となります。

これまでの実績 総依頼件数 実施活動数 一番問い合わせの
多かった依頼

平成30年度 30件 23件 話し相手

平成31年度
（令和元年度） 27件 21件 ごみの処分

令和2年度 14件 6件 掃除・片付け

お手伝いできる内容
★1時間以内に完了する活動

◦掃除（室内の掃除機がけ、窓
拭き、汚水枡の掃除	等）

◦家具の組立てや簡単な修理、
移動

◦庭の草取り

◦話し相手、安否確認
　※ご相談の上、定期的に実施します。

◦買い物の代行や付添い
　（町内の店舗）
　※サポーターの車には
　　	同乗できません。

くらしのサポーター事務局
0574-55-0066

（受付時間：平日 午前9時～午後5時）

・親族や近隣住民の助けが得られる場合
・公的なサービスまたは業者で対応できる
場合

・継続的な支援を必要とする場合

その他、活動内容・サポーターの状況に
よってできないこともありますので、まず
はお電話でご相談ください。

下記の場合は、お手伝いできません。

◦電球の取替え
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令和3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

1,477戸  2,954,000円

28法人　280,000円

（順不同、敬称略）

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 74 148,000 駅前（南本町） 31 62,000 栃　洞 44 88,000

下滝田 111 222,000 大　山 124 248,000 片　町 29 58,000

井　高 34 68,000 高　畑 84 168,000 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 236 472,000 夕　田 56 112,000 中　町 11 22,000

駅前（本宮町） 86 172,000 本　郷 30 60,000 下　町 22 44,000

駅前（旭町） 21 42,000 町　屋 41 82,000 絹　丸 57 114,000

駅前（栄町） 17 34,000 老　梅 32 64,000 川小牧 53 106,000

駅前（本町） 25 50,000 長　峰 40 80,000 加治田住宅 3 6,000

法人名

㈲若宮環境サービス ㈱サカイ鋼業 ㈱KVK

㈱舟場製作所 Kライス  米寿庵 北川工務㈱

㈱大桜産業 ㈲太成ゴム工業 ㈲足立縫製

めぐみの農協  富加支店 ㈱斉木工業所 青協建設㈱

日興精機㈱ ㈱コジマックス ㈱田中工業

医療法人社団  明星会 ㈲板津バレル 戸島工業㈱

まこと工業㈱ ㈱ジムブレーン ㈲高井プレス

㈲山田製作所 ㈱半布里産業 太洋化学工業㈱

㈱梅田 ㈲中濃

㈱熱田資材 ㈱栗山組

会費総額　　3,234,000円（令和3年8月25日現在）
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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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〒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

ホームページ
QRコード

10月・11月の予定

【30歳以上】
◦トレーニング機器取扱講習会

10月6日（水）　11月11日（木）
19時30分～20時30分

【65歳以上】
◦ふれあいお弁当事業

～駅前・高畑地区～
10月13日（水）
～巾上・下滝田・井高・夕田地区～
10月27日（水）

◦高齢者移動支援事業
毎週  月・火・水・金曜日（祝日休み）
9時～11時30分

事前にお申し込みが必要です。
詳しくは各戸配布されるチラシ等をご覧ください。

◦無料法律相談
　11月30日（火）
　13時～16時（1枠25分）

◦土曜の結婚相談日
　10月9日（土）　11月13日（土）
　9時～17時
　※平日も相談をお受けしています。（要予約）

相 談 日  予約が必要です。

あたたかい心ありがとうございます。

・おもちゃ（ソフトブロック）   匿名
・牛乳パックで作った椅子   匿名
・折り紙作品（4種類）   山田絢子様
今回はとても素敵な手作りの品々をいただきました。
「折り紙作品」はダンボール2箱分!!
児童センターに来ている子ども達にプレゼントさせていただきました。

　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。富加町分会では、募金運動として「戸別募金（封筒募金）」「法人募金」

「職域募金」を実施します（今年度も街頭募金は行いません）。
　皆さまの募金がどのように活用されているのか、詳しい情報は

【赤い羽根ホームページ http://www.akaihane.or.jp】をご覧ください。

岐阜県共同募金会  富加町分会
今年も赤い羽根共同募金がはじまります。

10月  1日（金）から
12月31日（金）まで

実施
期間


