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編集・発行／社会福祉法人　富加町社会福祉協議会

独身であれば、どなたでも登録ができます。
町内外を問わず、利用ができます。
相談・登録など、すべて無料です。

相談員が親身になってサポートしますので、
まずはお気軽にご相談ください。

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
原則として毎月第3土曜日

（実施予定：12月18日・1月15日・2月19日・3月19日）
午前9時～午後5時（受付は午後4時まで）

※現在は予約制となっています。

相談日時

富加町社会福祉協議会（担当：森）
富加町滝田1381番地1　児童センター内
電話：54-1313
E-mail：t-konsapo@axel.ocn.ne.jp

お問い合わせ

利用方法の一部変更に伴い、相談スペースもリニューアル

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。

結婚相談所
富加町
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相  

談  

窓  

口

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　4階

電話：0574-24-3115（無料電話：0800-200-2538）

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  〒501-3305　加茂郡富加町滝田1511
　電話：0574-54-2183

◦富加町社会福祉協議会    〒501-3305　加茂郡富加町滝田1381-1
　電話：0574-54-1312

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、ひとりひ
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きます。

など…ご家族や周囲の方からの相談もお受けします。

岐阜県社会福祉協議会 受託事業

「生活困窮者自立相談支援事業」のご案内

働きたくても
仕事が見つからない。

こんなときは一人で悩まず、まずはご相談ください。

家族の介護で
仕事ができない。 借金があって

家計のやりくりに
困っている。

社会にでるのが
怖くて不安。

病気で仕事を辞めたが
生活が苦しい。
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このコーナーでは、地域で見つけた交流の場（つながり）を紹介します。
今回のつながりは、ラジオ体操！

つながり見つけた!

どちらも「富加町健康チャレンジ対象事業」ポイントつきます。

会場：道の駅「半布里の郷 とみか」　会員：25名ほど

会場：長良川鉄道富加駅に隣接する「駅前いこいの広場」　会員：10名ほど

　下羽生・上羽生地区の方が中心。
　なかには、ウォーキング中に立ち寄ったことがきっかけで参加されている方もみえます。
　緊急事態宣言中にはお休みされたこともあったそうですが、基本365日行ってみえます。
　活動は平成22年より始められ、平成24年には岐阜県表彰も受賞されたとお聞きしました。

　駅前地区の方が中心。
　なかには、下羽生や下滝田から自転車で来てみえる方もあります。
　屋外の会場のため、雨の日や冬の期間（12月中旬頃〜2月頃）はお休みしてみえます。
　活動は20年ほど前からで、駅周辺の落ち葉拾いや草取りなどの作業も自主的に行ってみえます。

　参加されてみえた方にお話を伺ったところ、「参加するのが楽しみ」「ここから一日が始まっ
ている」「元気が出る」「元気でいられる」「コロナ禍で出かける機会がなく、話もなかなかでき
ないが、体操に来て話ができる」「変わらない生活ができている、ありがたい」と皆さん、とて
も素敵な笑顔で答えてくださいました。ラジオ体操は午前6時30分から始まります。飛び入り参
加も大歓迎だそうです。参加してみてはいかがでしょうか！
 （取材：10月上旬）

富加町道の駅  ラジオ体操会

駅前  さくら会

この日参加された皆さんで記念撮影！参加者はもっとみえたはずですが…
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「くらしのサポーター
 （生活支援ボランティア団体）」
 活動紹介♪

　今年度 10月13日のふれあいお弁当事業では、定
員数を上回るお申し込みがありました。お料理上手
な町内のボランティアさんが、食材の切り方やかた
さなど、一つ一つに気をつけて工夫しながら、召し上
がる方々のことを想い、心をこめて調理しています。
　出来たてのお弁当を配達した際には「この日を心
待ちにしていたのよ。」と大変嬉しいお言葉をいただ
き、皆さんの笑顔をたくさん見ることができました。
 （協力：調理ボランティア、町管理栄養士）
 （撮影：10月13日）

活 動 報 告

ふれあいお弁当事業ふれあいお弁当事業

社資総額 847,900円
（令和3年9月2日現在）

内　　訳
一般社資  747,900円
法人社資  100,000円

10月27日（水）
巾上・下滝田・井高・夕田地区

39食を配食

10月13日（水）
駅前・高畑地区
33食を配食

　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。
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
いただきます。

　地域の方より窓拭きのご依頼があり、10月
20日（水）にくらしのサポーターでお手伝
いをしました。
　当日は、サポーター2名とコーディネー
ター（職員）が利用者さんのお宅を訪問し、
最初にご挨拶をした後、サポーターがワイ
パーと雑巾を使ってガラスとサッシの部
分を綺麗に拭き取り、合計1時間で活動を
終えました。利用者さんからは感謝のお言
葉をいただき、とても嬉しく、温かい気持

ちになりました。
　なお、サポーター
はワイパーを使っ
た経験があまりな
かったため、自宅
で事前に練習した
上で活動にのぞみ
ました。

日本赤十字社 富加町分区

協力企業（10法人）
株式会社 梅田 日興精機株式会社

半布里産業株式会社 まこと工業株式会社

有限会社 太成ゴム工業 医療法人社団 明星会

有限会社 板津バレル 有限会社 アテインムライ

社会福祉法人 三輪会
アルトシュタットとみか

株式会社 ORIBE

（順不同、敬称略）
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　本会が実施する『給食サービス』事業では、
地域の高齢者や障がい者の方々へ、調理ボ
ランティア手作りのお弁当をお届けしてい
ます。
　出来たてのお弁当を直接手渡しでお配りす
ることにより、安否確認の役割を果たし、利
用者さんとの交流を深めております。
　しかし、現在配達をお手伝いいただけるボ
ランティアさんが不足しています！！
　できる範囲で構いませんので、ご協力いた
だける方は、ぜひお問い合わせください。
　一緒に活動しましょう☆

　申込期限が迫っています。
　令和4年度の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、期日までに
お申し込みいただけない場合は待機となる場
合がございます。
　また、現在ご利用中の方も申し込み手続き
が必要となりますので、ご注意ください。

★申込期限  12月10日（金）厳守
★提 出 先  ◦富加町役場
　　　　　  　（2階 教育委員会事務局）
　　　　　  ◦富加町児童センター
　　　　　  　（1階 本会事務局）

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

生活福祉資金貸付事業生活福祉資金貸付事業
「教育支援資金」のご案内「教育支援資金」のご案内

　低所得世帯に属する方が、高校や大学等に就学または入学
する際に必要な経費をお貸しすることができます。
　申し込みから決定までにお時間がかかりますので、進学を
希望されている場合には、お早めにお問い合わせいただくこ
とをお勧めいたします。

・据置期間は卒業後6月以内。償還期限は据置期間経過後20年以内。
・貸付利子は無利子。
・連帯保証人は原則不要。世帯内で連帯借受人が必要。

《教育支援費》
就学するために必要な経費（授業料など）
貸付限度額：高校（月額3.5万円以内）、大学（月額6.5万円以内）など

《就学支度費》
入学に際し必要な経費（入学金、教材費など）
貸付限度額：50万円以内

資金の種類：2種類

配食ボランティア配食ボランティア
募集!!募集!!

令和4年度令和4年度    利用申し込み受付中利用申し込み受付中
「放課後児童クラブ」

「ランドセル来館（通常・長期休暇）」

このほか、高校の授業料が払えな
いために卒業ができないという場
合には、授業料の緊急貸付も行っ
ています。

活動内容：お弁当の配達（5〜8件程度）
　　　　　※個人の車で配達していただきます。
活動頻度：月2回（水曜日・金曜日 各1回）
　　　　　11：15〜12：30の間

お問い合わせ
富加町ボランティア・
住民活動支援センター

（電話55-0066
《担当：柘植》）

　詳しくは、本会事務局（電話54-1312（担当：足立））まで。

　詳しくは、教育委員会事務局（電話54-2177）
または本会事務局（電話54-1312（担当：河合））
まで。
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くらしに役立つ情報誌『とみか生活便利帳』に
掲載する情報を集めています。地域のなかで
生活に関するサービスを行っている団体等が
みえましたら、本会事務局（担当：森）までご
連絡ください。また、現在掲載している情報に
変更がある場合もご連絡をお願いします。

とみか生活便利帳
掲載情報を募集しています！

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

ホームページ
QRコード

あたたかい心ありがとうございます。

【30歳以上】
◦トレーニング機器取扱講習会

12月7日（火）  1月13日（木）  2月9日（水）
19時30分～20時30分

【65歳以上】
◦パワーリハビリテーション講習会

12月15日（水）
13時30分～15時30分

12月・1月・2月の予定

◦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
※年末年始（12月28日（火）～１月4日（火））は
　お休みします。

◦ふれあいお弁当事業 ～上羽生・下羽生地区～
12月15日（水）

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。

・シルバニアファミリー（3セット）
  …………………………中島恵美様、果歩様
・絵本（37冊）　　　　　　　　　　　  匿名
・未使用切手………………………………匿名

◦無料法律相談
　2月22日（火）
　13時～16時（1枠25分）

◦土曜の結婚相談日
　12月18日　1月15日　2月19日
　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。

この冊子は、富加町で安心して暮らし続けることが
できるように、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を掲載しています。


