
　ボーイスカウト美濃加茂第１団のご協力の下、町
民まつり会場にて街頭募金を実施させていただきま
した。子ども達の声かけに快く募金をしてくださっ
た皆さま、会場内の募金箱に募金をしてくださった
皆さま、ありがとうございました。

【岐阜県共同募金会  富加町分会】

11月19日（土）

赤い羽根共同募金
“街頭募金”

ありがとうございます

街頭募金総額 20,948 円

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。



法人募金（18法人）152,000円
協力法人

◦株式会社 半布里産業

◦株式会社 梅田

◦日興精機株式会社

◦めぐみの農業協同組合
　富加支店

◦まこと工業株式会社

◦有限会社 太成ゴム工業

◦株式会社 大桜産業

◦株式会社 コジマックス

◦株式会社 舟場製作所

◦戸島工業株式会社

◦株式会社 田中工業

◦有限会社 高井プレス

◦株式会社 栗山組

◦有限会社 板津バレル

◦有限会社 若宮環境サービス

◦Kライス 米寿庵

◦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、多くの皆さま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。
　皆さまからお寄せいただいた募金は、全額、岐阜県共同募金会
へ送金させていただきました。今後、岐阜県共同募金会より、地
域福祉活動の財源として、岐阜県下の福祉施設や団体に配分され
ることとなっております。

募金総額　1,650,039 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】

令和4年度   共同募金運動活動報告

募金内訳
封筒募金（1,448世帯）1,450,157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 82,000円 駅前（南本町） 35,000円 栃　　洞 42,000円
下 滝 田 112,000円 大　　山 119,000円 片　　町 29,000円
井　　高 32,000円 高　　畑 82,000円 新　　町 18,000円
上 羽 生 196,000円 高畑住宅 0円 上　　町 15,000円
下 羽 生 193,157円 夕　　田 57,000円 中　　町 11,000円
駅前（本宮町） 88,000円 本　　郷 30,000円 下　　町 23,000円
駅前（旭町） 20,000円 町　　屋 41,000円 絹　　丸 58,000円
駅前（栄町） 17,000円 老　　梅 32,000円 川 小 牧 53,000円
駅前（本町） 25,000円 長　　峰 39,000円 加治田住宅 0円

（令和4年12月31日現在）

街頭募金協力
ボーイスカウト美濃加茂第１団
職域募金協力
富加町職員互助会、富加町社会福祉協議会
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

協力団体

街頭募金	 20,948円

職域募金・バッジ募金	 25,743円

募金箱	 1,191円

（順不同、敬称略）
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登録ボランティア団体　登録ボランティア団体　活動紹介活動紹介

登録ボランティア団体　登録ボランティア団体　コロナ禍の活動コロナ禍の活動

「箏遊会」
　ボランティア団体「箏遊会」は、平成20年の富加町公民館講
座への参加をきっかけに結成され、町内や近隣の坂祝町・川
辺町に訪問して、デイサービスや地域のサロン等でお箏を演
奏しています。普段は週1回の練習を重ねており、新型コロ
ナウイルス感染症の流行前には、他のお箏のグループと交流
して、おさらい会も続けていました。
　また、今年の1月には下滝田地区のふれあい・いきいきサロンで演奏を披露する機会があり、
本会担当者がその様子を取材させていただきました。お箏が奏でる優雅な音色はお正月にぴった
りで、耳を傾けるうちに非常に晴れ晴れとした気持ちになり、メンバーお揃いの衣装もとても素
敵でした。なお、こうした活動の際に演奏する楽曲は、その都度メンバー間で話し合って決めて
いるそうで、参加された方が思わず口ずさみたくなるような、馴染み深い曲ばかりでした。

箏遊会では、和楽器の音色・魅力をよ
り多くの方に知っていただければ…と
いう思いのもとに、和気藹々とお箏の
演奏を楽しみながら、メンバー皆で協
力し合ってボランティアに取り組んで
います。活動に興味のある方や演奏を
依頼したい方がいらっしゃいました
ら、ぜひお問い合わせください。

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

　令和4年12月23日（金）、ボランティア団体の
「鈴泉会」が、グループホーム明星の入所者さん
に宛てて、手作りのティッシュケースを贈りま
した。普段は三味線の演奏を披露する団体です
が、コロナ禍で福祉施設における活動が難しく
なってからは、こうした取り組みを継続してい
ます。
　今回は、入所者さんが日々の暮らしの中で使
えるものとして、色とりどりのかわいらしい生
地とボタンを使い、ティッシュケースを製作し
ました。また、お渡しする際にも楽しんでもら
えるよう、時期をクリスマスに合わせ、サンタ
クロースの仮装をして訪問しました。

最後に

「鈴泉会」

▲感染対策のため、玄関先で職員の方へ
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　ふれあい・いきいきサロンの
出前講座として登録いただいて
いる「粥川由美氏による“音楽療
法”」と「安来節どじょっこサー
クルによる“安来節”」を楽しん
でいただいた後、交流会を開催
しました。普段あまり交流する
ことのない、ほかのサロンの
方々とも話し合うことができ、
今ある問題点を考えるよい機会
となりました。

　全国各地で地震や風水害等が発生する昨今、災害ボ
ランティアの活動は被災地の復旧・復興において重要
な役割を果たしています。
　今回の講座は、そうした災害ボランティアに対する
理解を深めることを目的に開催し、多くの町民の皆様
にご参加いただきました。また、講演の中では、災害
ボランティアの具体的な支援内容や、被災者一人一人
の状況・気持ちに寄り添った関わり方についてお話していただきました。
　なお、本会では、富加町内で災害が起こった際に、被災者のニーズとボランティアを繋ぐ調整拠
点として『災害ボランティアセンター』を設置します。
　ボランティアを通して地域内で助け合う体制ができるよう、今後も災害ボランティアの活動やセ
ンターの運営に関する講座等を実施しますので、ぜひご参加・ご協力ください。

災害ボランティア講座災害ボランティア講座
～地域で支え合うために～～地域で支え合うために～

令和4年11月3日（木・祝日）　21名参加

ふれあい・いきいきサロンふれあい・いきいきサロン

支援員さん交流会支援員さん交流会
令和4年12月14日（水）
10名参加

講座  「災害時に活用できるロープワーク」
講師  可茂消防 富加出張所の皆さま

講演  「被災したらどんなことが起きるだろう、
　　　　　　　　災害ボランティアの現場から」
講師  岐阜大学 流域圏科学研究センター 准教授　小山真紀氏
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　現在、最新版の発行準備を進めております（3月に各戸配布予定）。
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、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。高齢者対象の情報が主となっておりますが、年齢
に関係なく利用できる情報も掲載しています。お手元に届いた際は、
ぜひご活用ください。

つながりつながり見つけた見つけた！！
「半布里の郷（はぶりのさと）」

　半布里の郷の会員は現在23名。
　平成28年から、堂洞城跡や蓮野古墳の周辺の整備

（山林・竹林の伐採）を行ってみえます。今年度は主に
蓮野古墳の周辺を整備され、伐採した木や竹を使って、
小学生の子達と竹炭作り体験や椎茸の菌打ち体験も行
われたそうです。
　また、昨年からは、加治田城跡の登山道の整備も行
われており、12月には中学生の子達も手伝ってくれ
たと話してくださいました。まだ整備途中とのことで
すが、登りやすいよう、木の枝が払われ、階段が作ら
れ、手作りの看板も掛けてあります。加治田城跡から
の景色も最高でした。

　今回は会員の皆さんが行ってみえ
る二つの活動を取材させていただき
ました。夕田古墳群は国の史跡に指
定されています。町内の古墳や城跡
の散策にでかけてみませんか。

くらしに役立つ情報誌
　『とみか生活便利帳』

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。

写真は令和4年3月版▶
今年も発行します



３月・４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。

あたたかい心ありがとうございます。

・未使用ハガキ ………………………… 匿名
・自走用車椅子 ………………………… 匿名
・ままごとセット ……………………… 匿名

◦土曜の結婚相談日
　3月18日　4月15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。

【30歳以上】

◦トレーニング機器取扱講習会
3月10日（金）　4月5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28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!

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。

赤い羽根共同募金の臨時費配分金を活用し
て、地域福祉活動用車両「赤い羽根号」を更
新することができました。

ありがとうございます

「赤い羽根号」が新しくなりました。
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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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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
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