
　子ども達がお弁当を届けるのを
心待ちにしてくださり、

温かく迎え入れてくださいました。

こんにちは、
おかわりないですか？

暑い中、届けてくれて、
ありがとうね。

夏休みボランティア体験
“給食サービス”にて配食のお手伝い

と み か
社 協 だ よ り
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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。



2

令和4年度

夏休みボランティア体験夏休みボランティア体験
　コロナ禍で高齢者施設等での体験ができませんので、今年度は新たに「ふれあいサロン
どうだん」や「くらしのサポーター（生活支援ボランティア組織）」の体験を行いました。

　当初は5つの体験を計画し、申し込みもいただいておりましたが、新型コロナウイルス
感染症の感染が急拡大したことを受け、特に感染リスクが高いと判断した2つの体験は中
止にさせていただきました。

　くらしのサポーターの一員として“ちょっとした困
りごとをお手伝いする”ボランティア活動に参加しま
した。実際に所属しているサポーターさんから体験
談などを聞いた後、2チームに分かれ、利用者さん宅
で草取りをしました。
　猛暑の中でしたが、黙々と意欲的に取り組み、細
かいところまで熱心に草を抜いていました。終わっ
た時には利用者さんから「ありがとう」の言葉をいた
だきました。

（協力：くらしのサポーター）

みんな、手際が良く、「家でも手伝っている」と話してくれました。

中学生
対象

くらしのサポーターで
草取りのお手伝い 8月5日（金） 7名参加
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　地域のボランティアさんが調理する様子を見たり、完成したお弁当を試食したりする中で、
高齢者の方に向けた食事づくりには具体的にどんな工夫があるかを学びました。
　配食の際は緊張しながらも楽しく会話を重ね、利用者さんは笑顔でお弁当を受け取られま
した。一生懸命書いた上紙も「可愛らしいね」と大好評でした。

（協力：調理ボランティア、町管理栄養士）

　『コサージュと和紙アートフレーム（講師：近勢梓氏）』の講座に参
加し、どうだんの喫茶スペースに飾る作品を制作しました。

　どうだんを訪れる皆さんが楽しめる展示になるよう、一つ一つの
作業を悩みながら丁寧に進め、終始真剣な表情で取り組んでいまし
た。最後は飾り付けまで行い、早速、とみかのわっかの方や保護者
の方に見ていただきました。

（協力：とみかのわっか（どうだんの運営を担うボランティア団体））

小学
5・6年生

対象

給食サービスで上紙づくりと
配食のお手伝い

ふれあいサロンどうだんの
展示物づくり

8月3日（水） 2名参加

8月8日（月） 2名参加

作品は8月末日まで展示され、喫茶や講座等で訪れる皆さんに見ていただきました。
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令和4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

1,492戸　2,984,000円

28法人　280,000円

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 79 158,000 駅前（南本町） 35 70,000 栃　洞 42 84,000

下滝田 112 224,000 大　山 119 238,000 片　町 29 58,000

井　高 34 68,000 高　畑 84 168,000 新　町 18 36,000

上羽生 188 376,000 高畑住宅 0 0 上　町 16 32,000

下羽生 241 482,000 夕　田 57 114,000 中　町 11 22,000

駅前（本宮町） 88 176,000 本　郷 30 60,000 下　町 23 46,000

駅前（旭町） 20 40,000 町　屋 41 82,000 絹　丸 58 116,000

駅前（栄町） 17 34,000 老　梅 33 66,000 川小牧 53 106,000

駅前（本町） 25 50,000 長　峰 39 78,000 加治田住宅 0 0

法人名
家電サポートいまい 青協建設㈱ ㈲板津バレル

㈱大桜産業 ㈲太成ゴム工業 北川工務㈱

まこと工業㈱ ㈱栗山組 ㈲足立縫製

日興精機㈱ ㈲山田製作所 Ｋライス米寿庵

㈱熱田資材 ㈱田中工業 ㈱梅田

㈱舟場製作所 ㈱ジムブレーン ㈲中濃

㈱半布里産業 ㈲高井プレス 太洋化学工業㈱

めぐみの農協富加支店 ㈲若宮環境サービス ㈱ORIBE

㈱コジマックス ㈱ＫＶＫ

㈱斉木工業所 戸島工業㈱

会費総額　　3,264,000円（令和4年8月31日現在）

（順不同、敬称略）
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　巾上・下滝田・井高・夕田地区の65歳以上の方を
対象に、地域内の交流促進と健康づくりを目的として

「地域ふれあい会」を開催しました。
　『やさしい太極拳』講座（講師：河村保男氏、河村氏
が指導するグループのメンバー2名）では、深い呼吸
をしながら、ゆっくりと手足の先まで意識した動作を
続ける内に、心が落ち着き、体も非常にスッキリとし
ました。初めて太極拳に挑戦する方が多かったと思い
ますが、丁寧でわかりやすい指導の下、熱心に体験さ
れていました。
　また、参加者の皆さんに持ち帰っていただくお弁当
は、本会の登録ボランティアさんが朝早くから集まっ
て調理をしました。手作りならではの美味しさや温か
みを感じていただけたら嬉しいです。

6月29日（水） 29名参加

地域ふれあい会　地域ふれあい会　～巾上・下滝田・井高・夕田地区～～巾上・下滝田・井高・夕田地区～

「家族介護者のつどい」

　今回は、日本赤十字社岐阜県支部から講師をお招

きし、「介護する側も介護される側も負担にならない

介護方法」を教えていただきます。ベッドや車いす等

の福祉用具も活用し、わかりやすく教えていただけ

ます。講習終了後は、介護の悩みや疑問、日頃感じ

ていることを気軽に語れる交流会も予定しています。

ぜひ、ご参加ください。

※この事業は、富加町地域包括支援センターとの合同事業です。

対　象  介護で悩んでいる方、介護のことについて知りたい方
日　時  10月20日（木）

　　　　13時30分～15時30分
会　場  高齢者活動センター
参加費  無料
定　員  10名

10月17日（月）までにお申し込みください。
富加町地域包括支援センター（電話：0574-54-2184）

「パワリハ教室」
開催中！

～65歳以上の方対象～

　運動不足や筋力低下を予防したい方、

初めてパワリハ機器で運動を行う方、

しっかり正しく運動したい方にお薦めで

す。指導員がサポートしますので、安心

して参加いただけます。定員に達してい

ない場合は、途中からの参加もできます。

開催日  火・水・木・金曜日
　　　　13時30分～15時30分
　　　　※各曜日、定員12名の登録制

利用料  3ヶ月間（10回）1,200円
　　　　※途中から参加の方は、
　　　　　利用残り回数×120円
　　　　　となります。

詳しくは、事務局（担当：土屋）まで
お問い合わせください。

（協力：民生児童委員（滝田地区担当、夕田地区担当）、
　　　 調理ボランティア、町管理栄養士）



10月・11月の予定 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や社会福祉協議会だより等をご覧ください。

岐阜県共同募金会 富加町分会

　赤い羽根共同募金は、自分の住んでいる町を良くするための募金です。
岐阜県内で寄せられた募金は、岐阜県内の福祉のために使われており、
誰もが住み慣れた地域で孤立することなく、安心して暮らすことができ
るよう、福祉施設や団体を通じて、地域の福祉活動に役立てられています。
また、災害が発生した際には災害ボランティアセンターの運営にも役立
てられています。

今年も町民の皆さまの温かいご協力を、心よりお願い申し上げます。

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
【赤い羽根共同募金のホームページhttp://www.akaihane.or.jp】
をご覧ください。

今年も全国一斉に
“赤い羽根共同募金”が

はじまります。

【30歳以上】

◦トレーニング機器取扱講習会
10月5日（水）　11月10日（木）
19時30分～20時30分

【65歳以上】

◦地域ふれあい事業
《大平賀・大山・川小牧》	 10月		7日（金）
《駅前・高畑》	 10月21日（金）
《上羽生・下羽生》	 11月30日（水）
※対象地区にはチラシを各戸配布します。

◦高齢者移動支援事業
毎週　月～金曜（祝日休み）
9時～11時30分
★空きがあれば、当日予約も可能です!

◦無料法律相談
　11月22日（火）　13時～16時（1枠30分）
◦土曜の結婚相談日
　10月8日　11月12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。

新型コロナウイルス感染症の感染対策を講じて実施します。
ご理解とご協力をお願いします。

　本会の結婚相談所にご登録
いただいている方（1名）が、
今年8月にご成婚されました。

結婚おめでとうございます！

実施期間：10月1日（土）から12月31日（土）まで
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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
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