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山県市地域福祉
推進キャラクター山県市社協マーク 【法人理念】　ともに生き  ともに尊び  ともに支え  ともに築く

　11月4日（日）に「ご近所力=地域力～今からはじめる、できること～」をテーマに第16回やまがた社
会福祉大会を開催しました。
　多くの方々のご協力、ご参加誠にありがとうございました。
　また、TVキャスター草野仁氏の講演「いつもチャレンジ精神で」をお聞きし、山県市の未来のために
できることを考え果敢に挑戦しようと思える機会となりました。 

〜あなたの手からこころから〜

第16回やまがた社会福祉大会を
開催しました



表彰の部
★社会福祉関係役職員功労　大野　朝義

★社会福祉事業活動功労（個人）
福井千代子、笠井　享子、松久　和子、後藤弥恵子、武藤その子、玉井八千代
松久　長子、武藤　廣之、中村　幹雄、髙木　卓郎、藤根　基芳、洞山加代子
山田　孝子、宇野　絹子、早川　和男、恩田　武文、和田智壽子

感謝の部
★社会福祉事業協力　服部　睦、大野　朝義

★賛助会員継続協力
株式会社十六銀行高富支店、セコム株式会社、ペンギン薬局、株式会社松野組、
株式会社衣笠製麺、有限会社保険の岐阜北、有限会社丸旭製材、株式会社花村自動車、
瓜野建設株式会社、大野寛事務所、株式会社岐北ホーム、にのみやクリニック、
ふとんの富久屋、株式会社岐工建設、ゴルフクラブBio、寝具のまる元、
有限会社ミートショップみかど、やまもと整形外科、美山土地、カズヒデ塗装、
ミズタニバルブ工業株式会社、株式会社成和、美山交通

★特別会員継続協力
村橋　忠夫、伊藤　友紀、早川　珠美、名知　純子

式   典 　長年地域福祉の向上にご尽力いただいた方への表彰を行いました。

岐阜県社会福祉協議会会長表彰
（順不同・敬称略）
★感謝（個人・団体）
　本條 壽美子
　武藤　 久子
　梅田　 幸子
　佐野 美由貴
　グリーンハート

　10月30日、長良川国際会議場にて岐阜県社会福祉大会が開催され、山県市から
次の方々が表彰されました。

岐阜県共同募金会会長表彰
★優良奉仕団体
　山県市立大桜保育園　山県市立梅原保育園

岐阜県社会福祉大会表彰

被表彰者のみなさま（順不同・敬称略）
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作文紹介

　やまがた社会福祉大会で朗読いただいた、福祉活動推進校
２校の生徒さんの作文をご紹介します。

『ふつうのくらしを幸せに』 山県市立桜尾小学校６年　服部 真昊さん
『いつもそばにいてくれる存在』 山県市立いわ桜小学校６年　坂下 凪砂さん

『ふつうのくらしを幸せに』
山県市立桜尾小学校６年　服

はっとり

部 真
ま ひ ろ

昊

　ぼくは、今まで福祉というのは、お年寄りや
体をうまく使うことができない人のためにある
道具や機械、し設のことだと思っていました。
だけど、総合の授業を受けて、ぼくたちもふく
めてすべての人が福祉の対しょうに入っている
ということが分かりました。
　クラスのみんなで福祉について調べたりした
あと、十月三日には車いす、高れい者疑似体験
をしました。体験は、二人ペアになって行いま
した。高れい者体験では、いつもよりも視界が
せまくなり、段があるかどうかを確にんするた
めについつい下を向いてしまい、腰が曲がって
つえにたよってしまいました。また、車いすを
動かすことは簡単だろうなと思っていたけれ
ど、実際にやってみると坂道や細い道で、車輪
を落としてしまうかもしれないし、段差のしょ
うげきで乗っている人がおどろいてしまわない
かと思ってしまい、とても不安になりながら動
かしていました。車いすを押すことも、今まで
思っていたより大変だなと思いました。車いす
に乗るときは、小さな段差の割れ目もとても大
きく感じて、とてもこわかったです。いつもは
ゆるやかだと思っていた体育館につながる坂
も、まるでジェットコースターに乗っているみ
たいな気分になってしまい、ペアの子ががんばっ
てくれていたけど、落ちるんじゃないかと思っ
て落ちないように必死につかまっていました。
　僕たちは、椿野えんでも福祉の勉強をしまし
た。行く前には、いろいろと調べ学習をしまし

た。この学習を始める前は、大きな声でゆっく
りと話すことが大切だと思っていたけれど、す
べての人に大きな声で話すのではなく、いつも
のように話し、少しゆっくり話せば分かっても
らえることができるということも分かりまし
た。そして、自分がやってもらってうれしいこ
とをすることも大切だと分かりました。
　十月十九日、椿野えんに行ってきました。椿
野えんには、お年寄りの方が楽にくらすことの
できる工夫がたくさんありました。例えば、車
いすの人が見やすいように鏡がななめにつけて
あったりしました。見学したあと、お年寄りの
方と話をしました。行く前に調べたことを生か
して話してみました。ぼくが話をした方はみん
な元気でとても楽しかったです。
　これからは、ぼくが体験をしたことや椿野え
んで学んだことを生かして、相手がどんな気持
ちなのかを考えてお年寄りの方が困っていたと
きに進んで動いて手伝いたいと思いました。ふ
くしは、ぼくたちもふくめてすべての人のくら
しのためにあるということが調べ学習と体験を
通して分かりました。
　ふ…ふつうの
　く…くらしを
　し…しあわせに

※坂下 凪砂さんの作文は2月号に掲載い
たします。
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社協会費のご協力ありがとうございました

平成30年度社会福祉協議会会費

　平成30年度社会福祉協議会会費は、下記のとおり皆様のご理解ご協力をいただくことがで
きました。厚くお礼申し上げます。この会費は市内の高齢者福祉、障がい者福祉等、地域福
祉の充実を図るために活用させていただきます。なお継続してご協力をお願いしております。

5,176,500円
のご協力をいただきました。

（内訳）	一般会費	 3,756,500円
	 特別会費	 330,000円
	 賛助会費	 1,090,000円

（平成30年10月31日現在）

◦古切手、ベルマーク、テレカ、書き損じハガキ（受付順・敬称略）
（平成30年10月31日までの受付順）

・同朋会在宅介護支援センター	 ・特別養護老人ホーム椿野苑
・美山生コン株式会社	 ・土田直美	 ・市役所　税務課
・丸三毛利製材所	 ・日比野愛美	 ・匿名1件

ありがとう
ハート

〈一般会費地区別一覧〉	
地区名 世帯数（世帯） 金　額（円） 地区名 世帯数（世帯） 金　額（円）
高　富 1,891 945,500 北　山 99 50,500
富　岡 1,634 817,000 葛　原 233 116,500
梅　原 379 189,500 谷　合 203 101,500
桜　尾 428 214,000 北武芸 259 129,500
大　桑 344 172,000 乾 269 134,500
伊自良北 244 122,000 富　波 326 163,000
伊自良南 542 271,000 西武芸 660 330,000

合　計 7,511 3,756,500

一般会費　　　1口　500円

❖10口	 村橋忠夫、三島雅春(他2名　8月号掲載)
❖5口	 宮崎聖祥、土井壽生、武山武司
	 	(他7名　8月号掲載)	

❖3口	 4名(他7名　8月号掲載）	
❖2口	 1名(他6名　8月号掲載)
❖1口	 141名

特別会費　個人（順不同・敬称略）　1口　1,000円

賛助会費（順不同・敬称略）　1口　5,000円

（6月30日入金分8月号掲載済）

(他122社)　8月号掲載

6口 （株）衣笠製麺
2口 (株)レナンミツアキ (有)大　善 （株）マーブルミヤマ 美山建設(株)

(株)早川鉄工所 (株)三洋組 （有）うおとも
1口 にのみやクリニック 宇野クリニック ヨツハシ(株) ハビックス(株)

(株)マルエイ塗装店 (株)ダイワテクノ 玉井土木(株） デュプロ販売(株)
(株)インフォファーム (株)忠南製作所 (株)北村防災 魚　博
(株)ナイスワーク (株)山口製作所 (株)大鹿造園土木 村瀬ブラシ工業所
(有)丸昭高井建設 (株)山崎商事 (株)公安警備 日本環境クリーン(株)
(有)トモエ物産 (有)アズマ食器 (株)岐北冷機 東邦化学工業(株)
(有)美山運輸 (株)山県金属 (有)やまわき 新鉱工業(株)岐阜工場
ワークス伊自良
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　10月1日からはじまりました赤い羽根共同募金はみなさんの優しい気
持ちによりたくさんの募金が集まっています。
　12月1日からは歳末たすけあい募金も合わせておこなわれ、新たな年
を迎える時期に援助を必要としている方々のために使われます。
　民生委員児童委員さんご協力のもと、下記の日程で街頭募金をおこな
いますのでご協力お願いいたします。

日にち 実施場所 実施時間

12月22日（土）

平和堂 9：30〜11：30
マルキ 9：30〜11：30

ザ・ビック 9：30〜11：30
タチヤ 10：00〜12：00

バロー高富店 9：30〜11：30
12月23日（日・祝） てんこもり 8：30〜10：30

高富保育園運動会………………………… 12,459円
はなぞの北幼稚園運動会……………………8,106円
みやま保育園運動会……………………… 10,545円
梅原保育園運動会……………………………9,106円
大桜保育園運動会………………………… 12,006円
富波保育園運動会……………………………7,642円
伊自良保育園運動会…………………………5,206円
富岡保育園運動会……………………………3,327円
やまがた社会福祉大会…………………… 21,241円

その他の協力については、2月号に掲載
させていただきます。（順不同・敬称略）

赤い羽根共同募金へご協力いただきありがとうございました。

福祉機器リサイクル登録状況

現在登録はありません。

　電動ベッド、車いす、杖、スロープ
等の不要になった福祉機器を随時募
集しています。

　お譲りいただける方は、山県市社会
福祉協議会（電話52-3010）までご連
絡ください。

〜あなたの手からこころから〜第16回やまがた社
会福祉大会においておこなったフリーマーケット

の売り上げ24,300円は、全
額を関市豪雨災害寄付金と
して関市役所へ送金させて
いただきました。ご協力い
ただいたみなさま、ありが
とうございました。

がはじまります!歳末たすけあい募金

フリーマーケットへのご協力
ありがとうございました。

譲ってください

譲ります
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住民みんなが主役!福祉のまちづくり
幻想的な竹灯りの中でかぐや姫の朗読会　	大桑の魅力PR会

　全国で竹が繁殖し田や山を荒らしています。ここ山
県市も竹の多い地域です。厄介者になり、燃やされて
しまう竹に命を吹き込みたい。そんな思いで竹灯篭を
作り始めました。竹灯りの中で朗読を聴きながら、か
ぐや姫の世界を感じてみませんか？ 皆さま、寒い時
期ですので、どうぞ暖かい服装でお越しください！
　また、大みそかから元旦にかけて、参道に竹灯籠を
燈し、甘酒を振る舞います。元日から3日まではご自

由に書き初めをしていただく場所を設けてあります。
ぜひ初詣でいただき、新たな年をお迎えください！

かぐや姫の朗読会
日　時：12月24日（月・振休）　午後4時30分～
申込先：十五社神社　加藤
　　　　katohiro-15sha@s6.dion.ne.jp
場　所：山県市大桑2286　　十五社神社境内
主　催：竹あかりアートかぐや姫

保育園に通う子どもが、朝 急に熱を出した。でも、仕事を休めない。
そんなときにご利用ください!

病児保育おひさま

　梅原・桜尾小学校の6年生が高
齢者疑似体験・車いす体験をしました。
地域で活躍している福祉体験サポーターの各務国正さん、南
城良子さん、波多野光一さんにもサポートいただき体験をお
こないました。
　体験をした後には「車いすに乗っている時は怖かったけど、
曲がるときに声をかけてくれると安心することができた。」な
どの感想があり、思いやりの心を学ぶことができました。

本会にて実際に貸し出しをおこなっている、
福祉車両に乗車しました。

働くお母さんの
サポートをする

福祉車両貸し出し
利用料：1キロあたり20円

利用方法
❶初めて利用される方
は利用登録が必要で
す。（要印鑑）
❷利用の際は、電話で
空き状況をご確認いただき本会窓口まで
お越しください。
❸返却時に利用料をお支払いいただきます。

車いすのまま、乗降することができます。
外出・通院の際にご利用ください。

梅原・桜尾小学校で
高齢者体験・車いす体験を
おこないました

利用の対象
◦病気で集団生活が困難な、概ね1歳から小学校6年生まで

の幼児・児童
◦保護者が就労等の理由により、家庭で保育が困難な場合
◦山県市、岐阜市在住の方

利用日時
◦月曜日～金曜日（国民の祝日、年末年始を除く）
◦8:30～17:30
　早朝利用（7:30～）、延長利用（～19:30）できます。
利用料
◦一人当たり日額2,000円（8:30～17:30）
　※早朝、延長利用の場合は、別途利用料が発生します。
　※昼食（希望者のみ）500円　

　「おひさま」は単に病気の子どもさんを
預かるだけでなく、不安な状態にある利
用児が少しでも安心して過ごせるよう温
かく優しい雰囲気で、ベテラン保育士が
保育をしています。
　また、病児保育利用中のお子様の様子
をメールでお知らせすることもできます。
　今年度は57名の方にご利用いただいて
います。（10月31日現在）
問い合わせ先　23-2030
（ショートステイあさひ同敷地内）
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平成30年
12月1日発行

山県市ボランティア・
市民活動支援センター
〒501-2259 山県市岩佐1177番地1
TEL（0581）52-3010　FAX（0581）52-2941
メールアドレス　community@y-shakyo.or.jp

NO.149

●団体… 62団体（1,813名）
●個人… 1,883名（平成30年10月31日現在）題字　江川 きし子さん（谷合）

ボランティアリレー� 〜山県市内で楽しくボランティア活動をする方を紹介するコーナーです〜

　健康予防体操ボランティア養成講座を開催しました。
　昨年度受講された方を含め4名の方が受講しました。
　講座を受講したボランティアのみなさんは、「簡単にで
きる体操だからこそ、家に引きこもりがちになっている方
や身体が痛くてあまり体操ができない方におこなってほし
い」と話してくださいました。
　体操ボランティアの方々は山県市を元気にしたいという
気持ちで活動されており、出前講座にも出向かれます。
　ふれあいサロンでの介護予防体操等の出前講座は本会ま
でお申込みくださいますようお願いいたします。（日程の
調整をさせていただきますので、1か月程前にご連絡いた
だきますようお願いいたします。）

あたたかいお気持ち
ありがとうございます♥ ♥

　地域のみなさまから本会へご寄付をいただ
きましたので、ご紹介いたします。みなさま
からの寄付金等は、全額地域福祉事業に活用
させていただきます。〈敬称略〉

◦山県市商工会、夢屋高富505店 …30,000円

◦山県市N.T.T.OB会 ………………20,755円

◦飯田雅敏

　…車いす、エプロン等

◦匿名

　………はがき（未使用）

▲山県市商工会、
　夢屋高富505店

　傾聴ボランティアとは、高齢者や障害のある方、被災さ
れた方などの苦しみや寂しさをありのまま受け止めるボラ
ンティアです。無理せず楽な気持ちで話を聞くための知識
や技術を学ぶことのできる講座を開講します。
　心を癒し孤独や不安を軽減する手助けをしてみませんか?

日　時	 平成30年12月15日（土）　13:30～15:30
場　所	 美山老人福祉センター　（山県市岩佐1177-1）
定　員	 約50名
参加費	 無料
お申込み方法	 本会に電話・FAX・メールにてお問い
 合わせください。
お申込み期限　平成30年12月10日（月） 17:30まで
TEL (0581)52-3010　FAX (0581)52-2941
メールアドレス　community@y-shakyo.or.jp

傾聴講座を開講します

長野眞澄さん
（富波）

村瀬谷子さん
（東深瀬）

山田さつきさん
（佐賀）

野澤弘子さん
（高富）
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再生紙を使用しています。 この印刷物は地球に優しい植物油を使
用したインキで印刷されています。8

●出張相談のお知らせ
　（つなぎとあわせ号出張相談）
日時・場所
◦12月21日（金）	 13:00～14:00
　伊自良老人福祉センター　
◦1月23日（水）	 13:00～14:00
　伊自良老人福祉センター　

内　容
社会福祉協議会の職員による出張相談
で、100円喫茶もあります。（電話相談・
来所相談もお受けいたします。）	 暮らし
の中で困っていることがありましたら、
お気軽にご相談ください。場合によって
は司法書士を紹介することもできます。

【問い合わせ】電話	52─3010

●いきいきつどいクラブ 
　（つどいの場）
　いきいきつどいクラブ（美山老人福祉
センター内）は、市内在住の60歳以上の
方ならどなたでも利用することができま
す。無料送迎バス（美山地域）も運行して
いますので、お気軽にご来館ください。

開　館
火・水・金曜　10:00～15:00
（祝日、年末年始除く）

内　容
100円喫茶、カラオケ（無料）、健康体操、
買い物など

【問い合わせ】電話	52─3010
※初めて送迎バスを利用される場合は、
停留所の確認のためご連絡ください。

表の中に野菜の名前が３つ隠れています。探してみてください！

ヒント 答え

①お鍋の具材といえば？ 　

②鉄分たっぷり緑の野菜
といえば？ 　 

③煮物によく使う「さ」の
つく野菜 　

脳を元気に！ 脳トレーニングコーナー

さ あ は ふ も

ろ ほ け う て

い か み と に

わ な い ん そ

し う く れ さ

10月号の答え

12月

2019年 1月

…いきいきつどいクラブ開館日 …相談日
※12/29〜1/3事務局休業

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4
 

5
（健康体操）

6 7
（健康体操）

8

9 10 11
（健康体操）

12
（健康体操）

13
子ども相談

14 15

16 17 18
（健康体操）

19 20 21
出張相談

22

23
天皇

誕生日

24
振替休日

25 26 27 28 29

30 31

日 月 火 水 木 金 土
1

元旦
2 3 4

「いきいきつどい
クラブ」  お休み

5

6 7 8 9
（健康体操）

10
子ども相談

11
（健康体操）

12

13 14
成人の日

15
（健康体操）

16 17 18 19

20 21 22 23
出張相談

24 25
（健康体操）

26

27 28 29 30 31


	181201
	181202
	181203
	181204
	181205
	181206
	181207
	181208



