
※事業の詳細は2頁をご覧ください。

高齢者移動支援事業

ステップと手すりで
乗り降りをサポート！

デザイン
一新！

富加町役場より車両を配備していただきました。
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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。



第1位　買い物
第2位　通院 （歯医者、内科）

第3位　喫茶
このほか、農協、郵便局、役場、

いきいきトレーニングプラザ
への送迎にもご利用
いただいています。

利用目的
（令和4年4月～8月）

高齢者移動支援事業は、町内在住の概ね65歳以上の方で、自動車の運転ができない、
運転免許証を返納したなど、交通手段でお困りの方であれば利用いただけます。

詳しくは、本会事務局（電話54-1312）までお問い合わせください。

ご利用方法
●❶ 事前に電話にてご予約ください。
　  ◦氏名、利用日時、希望店舗等をお伝えください。
　  ◦新規の方には、上記のほか、送迎に必要な情報をお聞きします。

●❷ 利用日時に、ご自宅（★）にお迎えにうかがいます。
　  ◦乗車時は、マスク着用と手指消毒にご協力ください。

●❸ 店舗までお送りします。
　  ◦運転手にお迎え時間等をお伝えください。
　  ◦お迎えの時間が不明の場合は、用事が済み次第、お電話ください。

●❹ 店舗にお迎えにうかがいます。
●❺ ご自宅（★）までお送りします。
★ご自宅前に安全に停車できるスペースがない場合は、
　ご自宅付近の安全に停車できる場所までの送迎となります。

婚活サポーター養成研修婚活サポーター養成研修 9月26日（月） 6名参加

　未婚の約9割がいつかは結婚したいと思っているが、出
会いの機会がない、仕事が忙しく時間が取れないなどの理
由から、交際・結婚に至っていない現状があります。
　そこで今回、身近な独身者や親御さんからの結婚に関す
る相談やサポート、情報提供を行っていただく「婚活サ
ポーター」の養成研修を開催しました。お仕事で独身者と
関わりのある参加者からは「丁寧でわかりやすかった。も
っといろいろ教えてほしかった。」とのご意見をいただきま
した。地域の中で、それぞれの立場からサポートいただき、
多くのご縁が結ばれることを願っております。
　婚活サポーターに興味のある方は、本会事務局（担当：森）
までお問い合わせください。

【講師：堀充美氏（ぎふマリッジサポートセンター アドバイザー・仲人士）】

運　行   平日　午前9時～11時30分
休　み   土曜日、日曜日、祝日、お盆、年末年始
利用料   無料

「高齢者移動支援事業」をご利用ください!「高齢者移動支援事業」をご利用ください!

◦先着順（1日6名まで）
◦空きがあれば当日予約可能
◦原則1日1店舗
◦週2回まで利用可能

富加町結婚相談所の
会員も募集しています。
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地域ふれあい会 & ふれあいお弁当事業地域ふれあい会 & ふれあいお弁当事業
～大平賀・大山・川小牧地区～

10月7日（金）
7名参加・20名配食

【講師：河村保男氏ほか2名】
【協力：調理ボランティア12名、配食ボランティア1名、町管理栄養士】

家族介護者のつどい家族介護者のつどい
10月20日（木） 8名参加

　今回のつどいでは、介護講習、福祉
用具の説明、交流会を行いました。親
御さんや旦那さんを介護されてみえる
方、高齢のご夫婦、介護経験のあるご
家族、年代も境遇も様々でしたが、皆
さん真剣に取り組まれてみえました。

「丁寧に話してくださって、わかりやす
かった。」「実際に体験できてよかった。」

「毎年やってほしい。」「福祉用具の機能
の素晴らしさに驚いた。」など思い思い
に話してくださいました。

介護講習（座学、実習・体験「ベッドや車椅子での移動動作、リラクゼーション技術」）
【講師：青木彩子氏、米盛志のぶ氏（赤十字健康生活支援講習指導員）】
福祉用具の説明（汚物を自動密閉できるポータブルトイレ、移乗のしやすい車椅子）

【協力：㈲エムエスサービス】

※この事業は、富加地域包括支援センターとの合同事業です。

　大平賀・大山・川小牧地区の65歳以
上の方を対象に、地域における繋がり
づくりを目的として実施しました。
　本来は地域ふれあい会のみ開催する
予定でしたが、夏以降に新型コロナウ
イルス感染症の流行が急拡大したた
め、会場に集まる人数は減らし、配食
形式のふれあいお弁当事業を同日に併
せて行うこととなりました。
　当日はあいにくの雨で肌寒さを感じましたが、会場参加者の
皆さんは『やさしい太極拳』講座で全身をまんべんなく動かすう
ちに、体が芯から温まった様子でした。最後に講師の方々に一
連の“型”を見せていただき、とても感動しました。また、配食
の利用者さんからは、後日「すごく美味しいお弁当だった」と嬉
しいお言葉をいただきました。

お弁当の調理と配食にご協力
いただいたボランティアの皆さん、

誠にありがとうございました。
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　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。
　相談者の意思を尊重しながら、これからの生活について一緒に考えます。
一人で悩まず、まずはご相談ください！ご家族や周囲の方からの相談もお受
けしています。
　相談後は、一人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。

「生活困窮者自立相談支援事業」「生活困窮者自立相談支援事業」ののご案内ご案内

　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制度です。進学を希望さ
れている場合には、お早めにお問い合わせください。

◦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

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。

　詳しくは、本会事務局（電話54-1312（担当：足立））まで。

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。

◦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

◦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

下記の窓口でも相談をお受けします。

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」「教育支援資金」ののご案内ご案内

秘密厳守
相談無料

資金の種類：2種類

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
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社資総額 827,000円
（令和4年8月2日現在）

内　　訳
一般社資  747,000円
法人社資    80,000円

　日頃は、日本赤十字社の活動にご理解とご
協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　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。

日本赤十字社 富加町分区

協力企業（法人）
株式会社 梅田 有限会社 タカイ電工

まこと工業株式会社 有限会社 板津バレル

半布里産業株式会社 社会福祉法人 三輪会
介護老人福祉施設
アルトシュタットとみか

有限会社 アテインムライ

有限会社 太成ゴム工業

（順不同、敬称略）

　申込期限が迫っています。
　令和5年度の利用を希望される方は、早急
にお手続きください。
　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。

「放課後児童クラブ」
「ランドセル来館（通常・長期休暇）」
令和5年度  令和5年度  利用申し込み受付中利用申し込み受付中

つながりできた!
　100歳の方のお宅を訪問した際、新聞のチラシ
で作ったごみ箱を「どこか使ってもらえるところ
はないですか？」との相談を受け、施設等に声か
けしたところ、地域の集まりの場とセンチュリー
21デイケアで使っていただけることとなりまし
た。ご本人にお伝えしたところ、「使ってもらえ
て嬉しいわ。ありがとう。」と大変喜んでくださり、
施設の相談員さんからも「こんなにたくさん、助
かります。」とのお言葉をいただきました。
　100歳になった今でも、毎朝、チラシで“ごみ箱”
を折ってみえるそうです。

　詳しくは、富加町役場こども課（電話54-
2121）までお問い合わせください。

申込期限  12月9日（金）厳守
提 出 先  こども課（富加町役場2階）

　　　　 社会福祉協議会
　　　　 （富加町児童センター1階）



あたたかい心ありがとうございます。

12月・1月・2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。

・不織布マスク……………………………匿名
　放課後児童クラブと児童センターにて活用させ
ていただきます。

・シルバニアファミリー
　（人形、ベビーカー）…匿名
　児童センターの玩具に
仲間入りしました。

・お米………………………………………匿名
　給食サービスや地域ふれあい会のお弁当に活用
させていただきます。

・手芸作品…………………………山田絢子様
　本会の事業所やサービスをご利用いただいてい
る皆さまにプレゼントさせていただきます。

◦無料法律相談
　2月28日（火）
　13時～16時（1枠30分）

◦土曜の結婚相談日
　12月17日　1月21日　2月18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）
　　12月28日（水）～1月4日（水）はお休みします。

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。

【30歳以上】

◦トレーニング機器取扱講習会
12月9日（金）　1月12日（木）　2月8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20日（火）
13時30分～15時30分

◦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!
※12月28日（水）～1月4日（水）はお休みします。

法人会費（9月1日～30日追加分）

◦医療法人社団明星会

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。
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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


	ほっとほっとNo.138_[02-05]_CC2020.pdf
	ほっとほっとNo.138_[01・06]_CC2020.pdf

