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〜あなたの手からこころから〜

第17回 やまがた社会福祉大会を
開催しました！



岐阜県社会福祉大会表彰
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。

  表彰の部
　民生委員児童委員、主任児童委員功労
　　早川　　修 ／ 笠井　享子 ／ 野澤すゑ子 ／ 山田さつき ／ 大野　輝夫 ／ 堀口　信義
　　奥田　和成 ／ 桐山百合子 ／ 杉山　正義 ／ 横山美知子 ／ 松岡　尚史 ／ 松永　正子
　　柘植　克實 ／ 前田恵津子 ／ 横山　季子 ／ 上野　勝朗 ／ 高瀬　正勝 ／ 中原　令子
　　藤根　若美 ／ 江川健治郎 ／ 堀　　喜成 ／ 坂井　千代
　社会福祉関係役職員功労
　　藏園　　契 ／ 川島　悌裕 ／ 髙木　太貴 ／ 田原　美穂 ／ 上野　　恵 ／ 江﨑　和美
　社会福祉事業活動功労（個人）
　　稲垣　友子 ／ 本條　和秀 ／ 深尾　　勇 ／ 小原　庄三 ／ 加藤　　堯 ／ 鳥澤千壽子
　　髙屋よし子 ／ 髙屋　礼子 ／ 川田まさ子 ／ 鷲見あけみ

  感謝の部
　高額寄付（感謝）　谷﨑　正純
　賛助会員継続協力
　　ぎふ農業協同組合高富支店 ／ 株式会社矢島クリエイト ／ 江川建築有限会社
　　岐阜アグリフーズ株式会社 ／ 株式会社岐北冷機 ／ みやまの里 ／ 有限会社アズマ食器
　特別会員継続協力
　　宇野千恵子 ／ 西尾　安世 ／ 横山みゆき

◆被表彰者のみなさま（順不同・敬称略）

第17回 やまがた社会福祉大会を開催しました！
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。

式典

◆民生委員児童委員　　三島　雅春

◆社会福祉施設役職員　源内　諭史 ／ 井上　晃裕 ／ 井上　裕一 ／ 國枝　雅典

◆感謝（個人・団体）　　杉山すみ枝 ／ 村瀬　恵子 ／ 河村　良子 ／ 山田　良子 ／ 平田久美子
　　　　　　　　　　　高井　光子 ／ 横山　季子 ／ 宮居　博子

岐阜県共同募金会会長表彰
◆優良民間奉仕団体　　山県市立 富波保育園

岐阜県社会福祉協議会会長表彰（順不同・敬称略）
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〈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 1,955 977,500 北　山 95 47,500
富　岡 1,620 810,000 葛　原 244 122,100
梅　原 377 188,500 谷　合 191 95,500
桜　尾 411 205,500 北武芸 251 125,500
大　桑 339 169,500 乾 261 130,500
伊自良北 271 135,500 富　波 324 162,000
伊自良南 544 272,000 西武芸 653 326,500

合　計 7,536 3,768,100

一般会費　　　1口　500円

　令和元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。

5,200,100円
のご協力をいただきました。（令和元年11月1日現在）

（内訳） 一般会費 3,768,100円
 特別会費 332,000円
 賛助会費 1,100,000円

社協会費のご協力ありがとうございました
（令和元年11月1日現在）

賛助会費（順不同・敬称略）　1口　5,000円
6口 (株)衣笠製麺
4口 (株)デンデン
2口 (株)岐北ホーム 美山建設(株) (有)丸旭製材

(株)三洋組 (有)大善	 中日技研(株)
トラベルサービス山田 (有)美山土地	かなの里 (株)マルキ
やまもと整形外科

1口 恩田工業(株) (株)忠南製作所 (株)五角産業
東邦化学工業(株) (株)岐北冷機 (株)服部樹脂
キミドリ建築 (株)大鹿造園土木 (株)マルコーゴム
山口アルミ (有)河野水道工業 (有)清門
坂本自動車興業(株) (株)カネヒロ (株)ダイワテクノ
小谷縫製 (株)山田養鶏 (株)大雅
セコム(株) (有)アズマ食器 (株)美濃庄
サンライズネット(株) ヨツハシ(株) (有)タカイ印刷
合資会社イング 日本環境クリーン(株) デュプロ販売(株)
岐阜やまがたモラロジー事務所 伏屋社会保険労務士事務所 ファンシーショップよしだ
ふかせ調剤薬局 サイセイ観光(株) ワークス伊自良
児童養護施設　若松学園 匿　　名

❖10口	 信田義孝
❖5口	 長尾直子

❖1口	 12名

特別会費　個人（順不同・敬称略）　1口　1,000円 （他	179名	8月号に掲載）

♢特別会費・賛助会費につきましては、令和元年7月2日以
　降にご協力いただいた分を掲載しております。7月2日以
　前につきましては、社協だより8月号をご確認ください。

（他	115社	8月号に掲載）
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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は、地域福祉
事業等に活用させていただきます。〈敬称略〉

◦	匿名
　			…………100,000円
◦	山県市商工会	（夢屋高富505号店）
　		 ………… 25,000円
◦	匿名
　		 …………… 2,524円
◦	今井和代
　		 ………………座布団

◦	株式会社ナイスワーク
　		 …マイクロバス昇降台
◦	匿名
　　…………卓球台用板
◦	匿名
　		 …紙オムツ、杖、押し車
◦	匿名
　		 ……ワイヤレスアンプ

福祉機器リサイクル
登録状況

4点杖	 1本

　電動ベッド、車いす、杖、ベビーカー、
チャイルドシート等の不要になった福
祉機器を随時募集しております。

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

譲ります

譲ってください

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）

伊自良夏祭り実行委員会…………12,510円
平井ふれあい秋まつり実行委員会
　……………………………………11,687円
第17回やまがた社会福祉大会街頭募金
　……………………………………39,376円
平和堂街頭募金…………………… 2,744円
ザ・ビック街頭募金……………… 6,102円
てんこもり街頭募金………………10,841円
バロー高富店街頭募金…………… 6,273円
タチヤ街頭募金…………………… 4,737円

マルキ街頭募金…………………… 5,744円
栗まつり街頭募金…………………31,479円
高富保育園…………………………12,600円
みやま保育園……………………… 4,822円
大桜保育園…………………………11,626円
梅原保育園………………………… 6,285円
はなぞの北幼稚園…………………16,942円
富波保育園………………………… 2,107円
富岡保育園………………………… 6,903円

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。

日にち 実施場所 実施時間

12月21日（土）

平和堂 10：00～11：30
マルキ 10：00～11：30
ザ・ビック 10：00～11：30
バロー高富店 10：00～11：30

12月22日（日） てんこもり 		8：30～10：30

　12月1日からは歳末たすけあい募金活動をおこないます。この募金は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。
　下記の日程で募金活動をおこないますのでご協力をお願いいたします。

「つながり ささえあう みんなの地域づくり」

歳末たすけあい募金活動

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。
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小地域福祉活動助成金を
活用しませんか

対象活動 活動内容例
❶ 交流活動 軽スポーツ大会、映画鑑賞会、高齢者と子どもの交流会		等
❷ 見守り活動 子どもによる高齢者宅の訪問活動、子どもの登下校の見守り活動		等
❸ 福祉学習 介護講座、高齢者体験、認知症予防体操　等
❹ 防災活動 避難訓練、防災マップ作成（DIG）、防災グッズ作成　等
❺ 防犯活動 防犯パトロール、防犯ステッカーの作成		等

助成金額 上限1万円
対　　象 ◦自治会の区域を対象として行う活動　◦10人以上が参加する活動

◦上記❶～❺に当てはまる活動注意点

◦前年度と同一の活動番号で申請することはできません。
◦活動終了後の申請は認めません。
　申請額は千円単位とし、飲食費は参加者1名につき300円を上限とします。
◦活動を行う前に小地域活動助成金申請書を本会会長に提出してください。
　（※当年度社協会費納入率が90％に満たない場合は減額する可能性があります。）
　詳細、お問い合わせは山県市社会福祉協議会（電話　52-3010）まで

♦毎月の支払いなどの、お金のやりとりに自信がない…
♦通帳や印鑑をどこにしまったか忘れてしまう…

♦福祉サービスの利用方法が分からない…

こんなことに困っていませんか？
お気軽に社協へご相談ください

　このようなお悩みを持っている方が、地域の中で安心して暮らしていけるようお手伝いをするサービ
スが、“日常生活自立支援事業”です。例えば、認知症高齢者や知的障がい、精神障がいなどで自分ひと
りでは福祉サービスの利用契約やお金の出し入れ、管理などをするのに不安な方が対象となります。
　契約までの相談等は、無料です。お一人一人の利用頻度や日時の希望をもとに、生活支援員がお手伝
いをおこないます。（電話　52-3010）

◦書類等預かりサービス
〈預かり可能書類〉
年金証書、預貯金通帳、証書（保険証書、
契約書など）、実印、銀行印　等
※宝石、骨とう品、書画、貴金属類等は不可。

利用料・・・1か月あたり500円

◦日常的金銭管理サービス
◦福祉サービス利用援助
（福祉サービス利用のための一連の援助や行政
手続きなど）
利用料・・・1時間あたり1,000円
（1時間を超える場合は15分毎に250円加算）
※生活保護世帯は無料です。
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山県市社協 ショートステイ あさひ

毎日入浴ができるのが特徴。
心身ともにリラックスして

いただけます。

一人ひとりにまごころこめて

個室で気兼ねなくゆったり過ごせる施設

それが　ショートステイあさひ

ここは利用者の皆さんが楽しめる空間
演劇やクリスマス会など開催
地域の人たちも集える場所

地域に開かれた施設を目指します。

　全室にトイレと洗面台を完備しているのが
特徴。居室はホールの左右に各10室あり、
天然木をふんだんに使ったぬくもりが感じら
れる居室でゆったり過ごしていただけます。
夜間は職員2人体制で見守ります。

　昼食は主のおかずを選べるのが特徴。
出来立ての温かい食事を提供しています。

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

・特別養護老人ホーム椿野苑　・同朋会在宅介護支援センター　・S.N
・佐伯清栄　・世界心道教高富教会　・山田智恵子　・(株)高富運輸
・松本三季　・匿名2件

ありがとう
ハート

理学療法士が
やさしく指導。

元気でいられるよう
サポートします。

ホール 宿泊室

食　事

身体機能の
維持

入　浴
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令和元年
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.155

●団体… 68団体 （1,842名）
●個人… 69名 （令和元年10月30日現在）題字　早矢仕久子さん（山県市）

　台風19号の被害は甚大で、被災地ではボランティアがまだまだ必要となっています。被災地での災
害ボランティア活動は、支援を求める被災地の方がたのニーズと、支援をしたいという方の熱い思い
によって成り立っています。この思いがすれ違うことがないよう、ボランティア活動を希望される方
は、特に次の点にご注意ください。希望者は全国社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

正しい情報の入手
　被災地の状況はそれぞれ異なります。混
乱を最小限にしたり、ニーズ量などの理由
により受け入れを制限している場合もあり
ますので、最新の情報をご確認ください。

十分な準備
　災害によって活
動時に必要な服装
が違いますので、
十分な準備をお願
いします。

募金も大切な支援
　被災地で活動するだけではなく、募金も
大切な支援の一つです。被災された方々を
金銭面で支える「義援金」などがあります。詳しくは赤い羽根共同募金のホームページをご覧ください。

ボランティア保険
　被災地入りする前に、最寄りの社会福祉協議会
で加入しましょう。

　災害復旧作業に苦労していらっしゃる被災地の
方々の負担が少しでも軽減されるように、ご協力
をお願いします。
　また、居住地の社会福祉協議会で事前に保険に
加入しておけば、被災地までの移動における事故
も補償の対象となります。
　現在、台風15号、19号、10月25日からの大雨
にかかる災害ボランティア活動について、現地の災
害ボランティアセンターが調整している活動に限り、
特例としてWEBからも加入できます。詳しくは全
国社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

Aプラン Bプラン
基本タイプ 350円 510円
※天災タイプ 500円 710円

災害ボランティアに行こうよ！！

※基本タイプ＋
地震・噴火・津波

◦梅原小学校：岐阜県山県市梅原1543（0581-22-1068）
　梅原小学校では、貧しい国の子どもたちが健康に生きられるよう「世界の子どもにワクチンを日本
委員会」に協力しペットボトルキャップを収集していますので、こちらにお持ち込みいただきますよ
うよろしくお願いします。

※キャップは洗浄して下さい。キャップだけの回収になりますので、袋などはお持ち帰り下さい。
※社会福祉協議会ではペットボトルキャップの回収はおこなっておりません。

ペットボトルキャップの回収場所のご案内
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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

● ● 求 人 案 内 ● ●

いきいきつどいクラブ実施カレンダー （火・水・金）

常勤職員
勤 務 地	ショートステイ
勤務時間	 基本8時間（夜勤除く）シフト表による
	 ※送迎補助等、時間外あり　※夜勤有（2人体制）
月　　給	ヘルパー2級・介護職員初任者研修以上…169,000円～
	 介護福祉士…176,000円～　※その他諸手当有

パ ー ト
勤 務 地	デイサービスもしくはショートステイ
勤務時間	 午前8時頃～午後6時頃のうち必要な時間
時　　給	 ヘルパー2級・介護職員初任者研修以上…940円～
	 介護福祉士…1,090円
	 ※土日祝日・時間外は加算が付きます

問合せ先	 52-2800（担当：飯尾）

ショートステイ夜勤専門
勤務時間
　午後4時00分～午前9時00分
賃　　金
　ヘルパー2級・
　介護職員初任者研修以上
　　　　　　　…21,040円/回
　介護福祉士　…23,440円/回
　①休日手当あります
　②勤務日数は相談に応じます

問合せ先
　 52-2800
　（担当：飯尾）

　いきいきつどいクラブ（美山老人福祉センター内）では、輪投げ、階段の上り下り、ボール体操など
をいっぱいチャレンジしてマメー（クラブ内で使える通貨）を集めます。マメーはカラオケやお出かけ
ツアーの参加等に利用することができます。
　いきいきつどいクラブは、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、お気軽にご参加ください。

開　館  火・水・金曜　10:00～15:00 （祝日、年末年始除く）

利用料  200円／1日　　 内　容  喫茶、健康体操、買い物など

【問い合わせ】 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。

〜あなたの手からこころから〜

第17回 やまがた社会福祉大会を
開催しました！

交通費支給・有給休暇
あります！

12月 1月…いきいきつどいクラブ実施日

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

体操
4

卓球バレー
5 6

作品
つくり

7

8 9 10
読み聞かせ

11
演奏会

12 13
体操
余興発表

14

15 16 17
クリスマス会

18
クリスマス会

19 20
クリスマス会

21

22 23 24
作品
つくり

25
作品
つくり

26 27
休み

28

29 30 31
休み

日 月 火 水 木 金 土
1
休み

2 3
休み

4

5 6 7
体操

8 9 10
卓球バレー

11

12 13 14 15 16 17
体操

18

19 20 21
体操

22
外出

23 24
外出

25

26 27 28
外出

29
体操

30 31
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