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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

介護予防拠点施設
“ふれあいサロンどうだん”

飲み物を飲みながら、ゆったりすごしませんか。
飲み物を注文いただければ“食べ物の持込み”
が可能です。
空いていれば“席の予約”ができます。
感染対策をしっかり行っております。
近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

 
開 館 日：月曜～土曜
休 館 日：日曜、年末年始、お盆、
　　　　　ゴールデンウィーク、その他
開館時間：夏時間（　4月～10月）9時～17時
　　　　　冬時間（11月～　3月）9時～16時
お問い合わせ：ふれあいサロンどうだん
　　　　　　　（電話：0574-54-1318）

ふれあいサロン
どうだん

南公民館

418

N

駅前 富加小南

富加
小学校

喫茶スペースの壁には、 素敵
な作品を展示しています。

奥の活動室では、各種介護
予防講座を開講しています。

感染状況により休館となる場合がありますので、
ご了承ください。
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法人募金（19法人）164,000円
協力法人

◦医療法人社団明星会
◦株式会社 梅田
◦日興精機株式会社
◦株式会社 大桜産業
◦株式会社 サカイ鋼業
◦まこと工業株式会社
◦株式会社 田中工業
◦株式会社 コジマックス
◦株式会社 半布里産業
◦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
◦株式会社 栗山組
◦株式会社 舟場製作所
◦Kライス 米寿庵
◦有限会社 若宮環境サービス
◦有限会社 太成ゴム工業
◦株式会社 熱田資材
◦北川工務株式会社

　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。
　皆様からいただいた募金がどのように活用されているかご覧
になりたい方は、パソコン等で『赤い羽根データベース「はねっ
と」』とご検索ください。

募金総額　1,652,736 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】【岐阜県共同募金会　富加町分会】

令和3年度   令和3年度   共同募金運動活動報告共同募金運動活動報告

募金内訳
封筒募金（1,305世帯）1,448,850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 62,000円 駅前（南本町） 33,000円 栃　　洞 43,000円
下 滝 田 113,000円 大　　山 121,000円 片　　町 29,000円
井　　高 29,000円 高　　畑 86,000円 新　　町 18,000円
上 羽 生 183,000円 高畑住宅 0円 上　　町 15,000円
下 羽 生 222,850円 夕　　田 57,000円 中　　町 11,000円

駅前（本宮町） 87,000円 本　　郷 30,000円 下　　町 22,000円
駅前（旭町） 21,000円 町　　屋 41,000円 絹　　丸 57,000円
駅前（栄町） 17,000円 老　　梅 32,000円 川 小 牧 52,000円
駅前（本町） 25,000円 長　　峰 40,000円 加治田住宅 2,000円

（令和3年12月31日現在）

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	 21,562円

募金箱	 18,324円

（順不同、敬称略）
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活 動 報 告

　新型コロナウイルス感染症の流行以降、例年開
催していた「ふれあい会食会」は中止しましたが、
配食形式に変更して事業を継続する中で、今まで
になかった新たな繋がりを見つけ、育むことがで
きました。来年度こそは皆さまと対面して交流す
る形の事業ができれば…と思いますので、その際
はぜひご参加ください。

（協力：調理ボランティア、町管理栄養士）

　「ふれあいお弁当事業」は今回で年度内最後を迎
えました（年間を通して町内5地域に分けて実施）。
定員数を上回る多くの方からお申込みがあり、お
弁当を配達した際には大変喜んでいただけました。
また、お弁当作りを担当するボランティアさんは
朝早くから集合し、少ない人数ながら手際よく調
理を進めていました。

12月15日（水）
上羽生・下羽生地区　36食を配食ふれあいお弁当事業ふれあいお弁当事業

　日頃給食サービス事業にご協力いただいている富加町赤十字奉仕団の皆さんを対象に、
第1回目の「調理・衛生管理研修会」を開催しました。
　調理実習では、班ごとに分かれてデザート3種（ヨーグルトケーキ、ブラウニー、ココア
プリン）の試作に取り組みました。今後の給食サービスのお弁当に入れて提供することを目
的としているため、調理工程の中で気になる部
分や試食して思ったことなど、様々な意見・感
想を出しながら進めました。
　また、町管理栄養士による衛生管理講習にお
いては、食中毒を予防する上で大事なポイント
等を学びました。利用者さんに安心・安全なお
弁当をお届けするためには、1つ1つの手順に細
かな注意が必要となります。受講した皆さんは
熱心に耳を傾け、積極的に質問していました。

（協力：町管理栄養士）

赤十字奉仕団調理・衛生管理研修会赤十字奉仕団調理・衛生管理研修会 11月17日（水）
16名参加
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　来年度より出前講座としてご登録いただく「夕田舌切り
すずめの会」の皆さんによる“ペープサート（紙の人形劇）”
を鑑賞した後、来年度に向けての交流会を行いました。
　交流会では、新しいサロンの様式を提案させていただき、
新型コロナウイルス感染予防対策を講じつつ、通いの場
を絶やさない方法はないか、各サロンの代表者の方々が
問題を提起し合うなど、今後につながる良い場となりま
した。

（協力：夕田舌切りすずめの会）

　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。
　利用者さんからお話を伺い、本会と利用者さんとの間で契約を交わした上で、
契約の内容に基づいて、生活支援員がお手伝いをさせていただきます。

上記の 1 と 2 は、1時間あたり1,000円（1時間を超えると加算あり）
上記の 3 は、1ヶ月あたり500円
※生活保護世帯は無料です。

1 どんな福祉のサービスがあるのか説明したり、サービス利用の
　 手続きをお手伝いしたりします。

詳しくは、本会事務局（担当：足立）までお問い合わせください。

どんなお手伝いがあるの？

利用料はいくらかかるの？

ふれあい･いきいきサロン支援員さん交流会

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

Q.

Q.

A.

A.

• 利用者さんが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。
• 福祉サービスを利用するときの手続きをお手伝いします。

• お預かりすることができるのは、預金証書、年金証書、印鑑、権利書などです。
• お預かりしたものは貸金庫で保管します。

3 利用者さんの大事なものをお預かりします。

• 利用者さん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。

2 利用者さんがお金の支払いができるようにお手伝いします。

12月16日（木） 18名参加
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※令和3年度より本会の登録ボランティア団体に新規加入

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

興味のある方は、本会事務局（担当：森）までお問い合わせください。

　「ハーモニカクラブ  吹きま専歌」は、平成15年に活動を始めて以降、各地の福祉
施設やイベントで演奏のボランティアを続けており、現在は町内外から集まった
12名のメンバーが所属しています。
　コロナ禍で思うような活動はできない状況ですが、感染対策に配慮しながら練習
を進め、昨年12月には下滝田地区のふれあい・いきいきサロン“いっぷくの集い”を
訪問し、ボランティア活動を行いました。曲ごとにハーモニカの種類や本数を変えて、
ギターやベースも加わり、昔懐かしい童謡や演歌を10曲程演奏しました。途中に
はソロ（単独）でのハーモニカ演奏もあり、大変聞きごたえのある1時間でした。
　一人一人の思いがこもったハーモニカの音色を聞いていると、ホッと安心するよう
な気持ちになり、サロン参加者の皆さんはしみじみと聞き入っていました。
　吹きま専歌の活動に興味のある方や、まずは練習を見学してみたい方がいらっ
しゃいましたら、ぜひご連絡ください♪感染状況が落ち着きましたら、演奏のご
依頼もお待ちしています！

　清水谷公園の掃除は、清水寺の万人講の当番の方が順番で行っ
てみえましたが、万人講の参加者が少なくなり、掃除ができなく
なってしまいました。そこで、8年前に有志5名（現在は4名）で始め
られ、毎月1日（天候等で日にち変更あり）の8時（冬場は9時）から
掃除を行ってみえます。「メンバーが高齢者のため『いつまでやれ
るかわからんけれど、やれるだけやろうね』とか『元気確認だね』と
言ってやっているよ」と教えてくださいました。うかがった頃は落ち
葉が多く、「毎日、近くのメンバーが掃いてくださっても、すぐに
元に戻ってしまい、大変！」と話してくださいました。

（取材：12月上旬）

「ハーモニカクラブ  吹きま専歌」

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。

登録ボランティア団体  活動紹介登録ボランティア団体  活動紹介

本会にボランティア登録
したい団体の皆さんも
こちらまでご連絡ください！

つながり見つけた！つながり見つけた！

多輪郡会（たわむれかい）
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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

ホームページ
QRコード

【30歳以上】
◦トレーニング機器取扱講習会

3月8日（火）　4月6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

3月22日（火）
13時30分～15時30分

３月・４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
※4月から木曜日もご利用いただけます。

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。

あたたかい心
ありがとうございます。

・玩具 　　　　　　　　 匿名
・葉書 　　　　　　　　 匿名

◦土曜の結婚相談日
　3月19日　4月16日　
　9時～17時（受付は16時まで）
　※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。

児童センターで働きませんか!!

詳しくは、本会事務局（担当：河合）まで

　４月１日から「児童厚生員」として働いていただけ
る方を募集しています。
　保育士資格または教職員免許をお持ちの皆さん、
資格を活かして働きませんか！経験は問いません。

（時給1,054円）

非常勤職員募集中！

仕　　事：様々な遊びや行事を計画し、子ども達が
安心してすごせるよう子ども達の見守り
や遊びのサポートをしていただきます。

勤 務 日：相談に応じます

勤務時間：小学校の授業のある平日
　　　　　13時～17時

小学校の春休み・夏休みの平日
8時30分～17時
小学校の冬休み等の平日
8時45分～17時
土曜日
9時～17時

休　　日：日曜日、祝日、お盆、年末年始、
　　　　　その他（相談に応じます）

仕　　事：児童センターにおいて、職員の指示の
もと、子ども達の見守りと遊びのサポー
トをしていただきます。

勤務時間：9時～17時（休憩60分）
勤 務 日：月曜～金曜
休　　日：土曜、日曜、その他（相談に応じます）

春休みアルバイト同時募集中！
　3月28日（月）～4月6日（水）の平日にアルバイト
をしていただける方を募集しています。
　保育士資格または教職員免許がある方、大歓迎。
経験は問いません。また、資格のない方も、子ども
好きで児童福祉に理解と関心のある方であれば、
ご応募いただけます。（時給：925円～1,054円）


