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岐阜県山県市岩佐1177番地1
TEL（0581）52-3010　FAX（0581）52-2941
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“もったいない”を“ありがとう”に

表紙題字
しんちゃん（柿野）

  山県市社協のフードバンク事業における
コープぎふとの締結式及び引き渡し式のようす

「赤い羽根新型コロナ感染下の福祉活
動応援全国キャンペーンフードバンク
活動等応援助成」を活用して、備蓄庫
や受け渡し用カゴ等を購入しました。



　山県市社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている方やひとり
親家庭などで生活が困窮している世帯を対象に緊急食料支援等の事業を実施しています。今
後さらに増加が予想される生活困窮世帯等のニーズに対応するには、特に食料支援は継続的
な支援が必要となり、本会の力だけでは十分に支援できない状況にあります。多くの方から
のあたたかいご支援をお待ちしております。

豊吉屋精肉店、早川胃腸科外科クリニック、（株）花村自動車、（株）ナイスワーク、美山生コン（株）、（株）
ミヤマ金属工業、ミズタニバルブ工業（株）、（有）本荘塗装、（株）美山金型、ぎふ農協高富支店、伊
自良苑、落合高興税理士事務所、宇野クリニック、ふとんの富久屋、（株）松野組、サンライズネット（株）、
亀屋商店、山県市商工会、中島清掃（株）、特別養護老人ホーム椿野苑、（有）ホクギ、匿名2名
（※9/9現在、申込書提出および入金済みの方を掲載しております。）（敬称略　順不同）

新型コロナウイルス対策支援事業の寄付金ご協力者

新型コロナウイルス対策事業寄付金
ご協力をお願いいたします

寄付金の活用事業（一例）
【緊急食料支援】 【お家でまめかなプロジェクト】 【マスク支援】

●寄付金申込書に記入し本会へ提出ください。（メール、FAX、LINE可）
　（寄付金申込書は本会HPからダウンロードできます。また、本会にご
連絡いただければ、申込書を郵送させていただきます）。

●下記口座へ寄付金をお振込みいただくか、本会窓口に直接現金
をお持ちください。

●山県市内ぎふ農業協同組合各支店で振込みされる場合は手数料が無料となります。（ぎふ農業
協同組合窓口に指定の振込依頼書がございますので、本寄付金を振込む旨をお伝えください。）
●領収書が必要な方はお知らせください。（本寄付金は所得税法上の寄付金控除又は法人税法上の損
金算入が認められています。確定申告の際に領収書が必要となるので、大切に保管してください。）

銀行振込  ぎふ農業協同組合　美山南支店　普通　００３３２６９

（フリガナ）　シャカイフクシホウジン　ヤマガタシシャカイフクシキョウギカイ

（口座名）　　社会福祉法人　山県市社会福祉協議会

寄付金の
申し込み方法

寄付金の納入方法
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　密を避け、マスク着用・
アルコール消毒等の感染予
防対策を徹底し街頭募金活
動を実施します。ご協力を
お願いいたします。
※今年度は感染拡大を防ぐ
ため、子どもボランティア
の募集を中止します。

高齢者世帯を対象とする
ほほえみ冊子配付

市内で活動するふれあいサロン
を対象とする助成金

福祉活動を実施する市内の
学校等を対象とする助成金

市内のボランティア活動に対する助成

令和２年度山県市目標額
赤い羽根募金　　　 4,220,000円
歳末たすけあい募金 1,044,000円

令和２年度

赤い羽根共同募金
地域のみんなで支え合う 山県市を目指して！

老人福祉活動費 福祉育成・援助活動費 児童・青少年福祉活動費

ボランティア活動育成活動費広報・啓発活動事業費

令和元年度の赤い羽根共同募金は次の事業に活用されました。

募金へのご協力
お願い申し上げます。

令和2年度街頭募金日程
場　所 日　程 実施時間

平和堂高富店

10/18（日）
10:00〜11:30スーパーマーケットバロー高富店

ザ・ビックエクストラ山県店
てんこもり農産物直売所 9:00〜10:30

マルキ
10/24（土） 10:00〜11:30V・drug高富北店

ふれあいバザール

社協だより
「やまがた」の発行
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970,000円のご協力をいただきました。（9月7日現在）
ご協力ありがとうございました。

賛助会費協力企業・団体紹介
令和2年度

（1口：5,000円）

10口 匿名　1件
6口 (株)デンデン (株)衣笠製麺
4口 匿名　1件
3口 美山生コン(株) 中日技研(株)

2口

四季の家工房 (株)岐工建設 (株)花村自動車
(株)佐野工務店 (株)ウエイブ (株)原田鉄工
早川胃腸科外科クリニック やまもと整形外科 (有)丸旭製材
中島清掃(株) 高富化学工業（株） （株）美山金型

（株）矢島クリエイト 東邦化学工業（株） （有）藤後鉄工
（有）堀田建装 大東（株） （株）美濃電工社
（株）岐北ホーム （有）大善 （有）土井水道
（株）三洋組 めいぷる （有）岐北
アーバンフォレスト（株） （株）山田養鶏 （株）忠南製作所

1口

匿名　3件
（有）丸昭髙井建設 特別養護老人ホーム 椿野苑 生活の家 桜美寮
キミドリ建築 加藤印刷 （有）村橋自動車
ファンシーショップよしだ ぎふ農業協同組合 高富支店 恩田工業（株）

（株）ナイスワーク （株）高富運輸 みやまの里
落合高興税理士事務所 （有）本荘塗装 （有）ハシエダ養豚

（有）笹倉屋 （株）マルコーゴム 藤木石油
寝具のまる元 ふとんの富久屋 鷲見博信司法書士事務所

（株）松野組 ぎふ農業協同組合 美山南支店 （有）ミートショップミカド
（株）カワダ工業 宇野クリニック ゴルフクラブBiO
あしたの会 山口アルミ （資）イング
創文堂事務機（株） 江川建築（有） 岐阜やまがたモラロジー事務所
野々村建設（株） 山丸やおや （有）佐野養豚
瓜野建設（株） （有）タカイ印刷 日比野製材（株）

（有）武藤ファーム 魚博 （有）村瀬建設
カズヒデ塗装 山田建築 亀屋商店
小谷縫製 （株）吉田住設 サイセイ観光（株）

（有）ホクギ サンライズネット（株） 山県市商工会
大野寛事務所 寿住建（株） 村瀬ブラシ工業所
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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〉

◦大野 秀美 ………………………………………座布団
◦丹羽 彰光 ………………………………………マスク
◦匿名……………………………………おむつ、カイロ
◦匿名………………………………………未使用はがき

1口

山口実業（株） （株）ダイワテクノ ツチダ商会
坂本自動車興業（株） 紀文　 （株）早川鉄工所
ミズタニバルブ工業（株） （株）ミヤマ金属工業 （株）北村防災
伊自良苑 大東化工（株） ワークス伊自良
松井一級建築士事務所 岐阜県立三光園 岐阜県立幸報苑
ハビックス（株）伊自良工場 （有）河野水道工業 （株）中部合成
伏屋社会保険労務士事務所 介護老人保健施設 山県グリーンポート 三ヶ月　マルタ

（株）十六銀行 高富支店 岐北厚生病院 （株）丸山建設
（株）大鹿造園土木 （有）マルエイ塗装店 （株）HTKライフWSBバイオ
（有）清門 岐阜アグリフーズ（株） (株)デュプロ
玉井土木（株） 養護老人ホーム 美山荘 （株）東海化成工業所

（株）三建エンジニアリング （有）美山運輸 （株）ナカムラ装飾
八百作商店 美山交通 （株）美濃庄

（株）インフォファーム 新鉱工業（株）岐阜事業所 （有）銘豊製菓園
ヨツハシ（株） (株)オンダ製作所 (株)山口製作所
社会福祉法人 興隆会 (株)服部樹脂 (株)ペンギンYG
豊吉屋精肉店 鳥澤医院 (株)カネヒロ

山県市社会福祉協議会公式アカウントです！！

Twitter Instagram LINE

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２年９月７日までの受付順）

◦富岡カラオケA
◦(株)美山金型
◦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
◦世界心道教高富教会
◦W.S　　　　　◦早矢仕昌子
◦藤田南司　　　◦美山生コン（株）
◦匿名6名

ありがとう
ハート

　社協だより「やまがた」をお読みいただ
き、ありがとうございます。
　先日、本会宛てに「傘寿祝いに娘家族
と食事をして楽しかった！」というお便

りが届きました。ここ数ヶ月、新型コロナやら猛暑や
ら台風やらのニュースばかりに囲まれ、暗い話題があ
ふれる中、とても心温まるお話をいただきました。
　次回の社協だより（161号）発行は12月です。今後も、
地域のみなさまに「楽しく、見やすく、ためになる」社
協だよりを目指していきます！
　次回はどんな内容にしようかなあ。（ｗ.t）

編集担当
より

フードバンク事業にて食品をご提供くださった
方々を紹介いたします。（敬称略）
福井一徳、鷲見博信、山内文夫、奥田一成、
久保秋子、匿名5名　

〜もったいないをありがとうに〜
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デイサービスセンター   ほほえみ
～いつも笑顔で楽しく、元気で過ごそう～

ほほえみで一日過ごした後、「あぁ～今日も楽しかった！いっぱい笑ったわ！」と
言っていただけることが私たちの喜びです。

　利用者様から美山弁を教えていただい
たり、若いころの話をお伺いしたり…
　職員が利用者様から教わることがたく
さんあります。

　新型コロナウイルスの影響で、例年通りイベントを実施
することが難しくなっていますが、利用者様に楽しんでい
ただけるよう感染予防対策をしながら実施しています。

　体操も脳トレも楽しく続けたい！そこで、ほほえみ
では「体操＋歌」、「脳トレ＋歌」など歌を使って楽しく
利用者様の身体機能の維持・向上を目指しています。

おしゃべりで楽しく！！

イベントで楽しく！！

歌で楽しく！！

風鈴づくり 鳴子踊り（北海盆唄）棒体操（古城：三橋美智也）

みんなで育てたきゅうりで、キューちゃんづくり 夏祭り

デイサービスで活気のある生活を
送ってみませんか？

ご利用を検討している場合は、
一日体験をすることもできます。

住　所：山県市谷合1349番地1
T E L：56-0056
営業日：月曜日～土曜日 ９:00～16:20

デイサービスセンター ほほえみ

・同じことを何度も言う。
・すぐに忘れる。
・薬の飲み忘れがよくある。
・買い物で小銭を使えない。
・同じものばかり買ってくる。
・鍋をよく焦がす。水道を閉め忘れる。
・お風呂に入らない。衣服を着替えない。
・家に閉じこもり、ぼーっとして過ごす。
・誰とも話さないときがある。など…

日常でこんなことはありませんか？ も
し
、
こ
れ
ら
に
心
当
た
り
が
あ
る
な
ら
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令和２年
10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.160

●団体… 68団体 （1,772名）
●個人… 67名 （令和2年8月31日現在）題字　M・Aさん

立ち止まってはいられない！
　本会では新型コロナウイルス感染症流行に伴い、さまざまな事業がストップしてしまいました。
しかし、こんなところで立ち止まっている場合ではないと感じ、こんな時だからこそできる新しい
事業を開始しました。そこでボランティアの力をお借りしたく、コロナ禍でもできる下記のような
ボランティアを募集することにしました。

※ご興味、ご質問などがあり
ましたらお気軽にご連絡
ください。

※ボランティアにご協力いた
だいた方にはボランティ
アポイントを付与させて
いただきます。ポイントは
１日３ポイント付与され、
１ポイント100円相当とな
り、商品券等への交換がで
きます。

マスクのご寄付ありがとうございました
　寄付やボランティアさんのご協力で1,994枚のマスクが集まりました!!（8月31日現在）
集められたマスクはすでに市内福祉施設などにお渡ししましたが、これからはフードバンク利用者
や生活福祉資金貸付者などを中心にお渡ししていきます。

❶食料お届けボランティア（毎月１回程度）
食料支援が必要な方のお宅等に食料を届けてくださる
ボランティアを募集します。
❷脳トレ問題集作成ボランティア
コロナ禍で外出できない高齢者にお渡しする、脳トレ問題集の
制作、印刷、製本をしてくださるボランティアを募集します。
❸工作ボランティア
ポスターの作成や、のりつけなど軽作業をおこなってくださる
ボランティアを募集します。

伊田洞21会でフレイル予防講座が実施されました!!
　参加者全員がマスクをして、参加者同士の距離をとり感染予
防対策を徹底しながらふれあいサロン活動が実施されました。
　当日は、健康介護課長屋さんによるフレイル予防講座を聞
き、いつまでもいきいきと元気に生活していく為には社会参
加をすることやバランス
の良い食事を心がけるこ
とが重要であると教えて
いただきました。

　毎年本会が実施している、子どもボラン
ティアクラブですが、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、今年度は募集を一
時休止させていただきます。
　新型コロナウイルス感染症が収束し安
全に活動ができる状況になりましたら随
時募集を再開いたしますので、皆様のご
参加お持ちしております。

ふれあいサロン活動紹介 子どもボランティアクラブ
休止のお知らせ
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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。
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　　　　　　　　 　 介護職・ヘルパー

お知らせ

パート介助員（デイサービス、ショートステイ）
時給：	無資格… ………………………900円～
	 ヘルパー2級・
… 介護職員初任者研修修了…… 950円～
… 介護福祉士… ……………… 1,100円～
※時間外・休日加算、交通費支給あり

ホームヘルパー
時給：	ヘルパー2級・
… 介護職員初任者研修修了…… 1,120円～
… 介護福祉士… ……………… 1,250円～
※時間外・休日・移動等加算、車賃借料支給あり

有休がとりやすい
各種助成制度あり、病児保育施設あり

急募！！

本会の介護保険事業所（訪問介護、デイサービス、ショートステイ）は、
「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算（令和2年6月～）」を
算定しています。

この加算により、介護現場で働く職員の賃金や職場環境の改善、人材育成システムや福利厚
生の充実を図り、介護職員が安心して長く働き続けられる職場を目指しています！

～あなたの手からこころから～第18回やまがた社会福祉大会について
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、11月に開催を予定しておりました、「第18回や
まがた社会福祉大会」を中止いたします。本来であれば、同大会の席上で福祉活動に尽力さ
れた方々へ、表彰あるいは感謝を申し上げるところでございますが、今年度の山県市社会福
祉協議会会長表彰・感謝を受けられる皆様には後日、表彰状・感謝状をお渡しさせていただ
きますのでご了承ください。

山県市社会福祉協議会公式YouTubeチャンネル開設！！
　社協事業のほかに、地域のみなさんによる素敵な活
動や本会の理学療法士である山田ＰＴ（通称『山P』）によ
る、自宅でできる簡単健康体操をお届けします♬
　生活に役に立つ情報を随時お届けできるよう頑張り
ますのでぜひ、チャンネル登録といいねをお待ちして
おります！
YouTube公式サイトやスマートフォンアプリ内にて
【山県市社会福祉協議会ちゃんねる】で検索してください！

詳細はTELにてご確認ください。
お問い合わせ	 …52-2800（担当：飯尾・長屋）
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