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表紙題字　チャチャちゃん（水品）
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

社会福祉法人山県市社会福祉協議会
岐阜県山県市岩佐1177番地1
TEL（0581）52-3010　FAX（0581）52-2941
E-mail：info@y-shakyo.or.jp
ホームページアドレス：http://www.y-shakyo.or.jp/
◆高富支所
岐阜県山県市高木1000番地1
TEL（0581）22-6813　FAX（0581）22-2115山県市社会福祉協議会公式アカウントです！！

Twitter Instagram LINE

運動不足の方、必見！！
お家でできるYouTube簡単棒体操動画公開中！！

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！

簡単棒体操
【下肢編】も
公開中です！

ぐ～んとからだを
伸ばしてみて！！
気持ちがいいよ～



自治会を通じての戸別募金
高富 699,600円 北山 35,900円

富岡 652,800円 葛原 106,400円

梅原 155,600円 谷合 67,200円

桜尾 163,600円 北武芸 99,600円

大桑 134,000円 乾 108,800円

伊自良北 91,900円 富波 128,400円

伊自良南 171,600円 西武芸 260,400円

合　計 2,875,800円
法人募金（11月13日現在）

合　計 425,700円

バッジ、カード募金

合　計 175,416円

山県さくらコラボバッジ

合　計 133,000円

街頭募金

（実施場所）ザ・ビックエクストラ山県店、マルキ、
てんこもり、平和堂高富店、バロー高富店、V・
ドラッグ高富北店、ふれあいバザール

合　計 45,885円

募金箱設置による募金

（募金箱設置場所）
マルキ、てんこもり、ゴルフクラブBiO、ふれあ
いバザール、レインボーハウス、茶蔵、フィッシ
ング、みかどマート、ザ・ビックエクストラ山県店、
小次郎、武蔵、ダイナム岐阜山県店、山県市社会
福祉協議会本所

合　計 28,282円

市内保育園・幼稚園による募金

合　計 58,945円

３，７４３，０２８円 目標額	4,038,000円募金額合計

令和２年度  共同　募金実績報告
じぶんのまちを良くするしくみ

赤い羽根共同募金
（募集期間10月1日～）　12月25日までの募金

　昨年の10月1日から12月31日ま
で行われた赤い羽根共同募金で
は、地域の皆様の温かな思いやり
の気持ちにより、多くの募金が集
まりました。たくさんのご協力あ
りがとうございました。
　集められた募金は、岐阜県共同
募金会を通じて、誰もが住み慣れ
た地域で安心して暮
らすことのできるよ
う、福祉の財源とし
て活用されます。
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自治会を通じての戸別募金
高富 200,000円 北山 20,859円

富岡 216,350円 葛原 38,800円

梅原 54,350円 谷合 22,950円

桜尾 15,700円 北武芸 37,200円

大桑 50,250円 乾 28,500円

伊自良北 32,600円 富波 48,000円

伊自良南 65,250円 西武芸 81,300円

合　計 912,109円

個人・団体からの募金
東深瀬Y.N 10,000円

旧高富町消防団分団長OBの会 10,000円

匿名 1,296円

合　計 21,296円

街頭募金

（実施場所）ザ・ビックエクストラ山県店、マルキ、
てんこもり、平和堂高富店、バロー高富店、V・
ドラッグ高富北店、ふれあいバザール

合　計 73,495円

市内保育園・幼稚園による募金

合　計 14,124円

１，０２１，０２４円 目標額	1,120,000円募金額合計

令和２年度  共同　募金実績報告
「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
（募集期間12月1日～）　12月25日までの募金

「歳末たすけあい募金」は、高齢者、障がい者、子ども、若者、福祉サービスを必要とする人など
誰もが自分らしく安心して暮らすことのできる、福祉のまちづくりへの活動支援に使われています。

〈山県市の歳末たすけあい募金による主な事業内容〉
●ふれあいサロン歳末助成金
地域住民の交流等を目的に開催するふれあいサロンに助成金を交付しています。
●カレンダー配付
高齢者世帯リストに登録されている世帯に介護予防等の情報が掲載されたカ
レンダーを配付しています。
●フードバンク
生活に困窮している家庭等に食料をお渡し
しています。

〜歳末たすけあい募金の使い道〜
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本会では、生活にお困りの方へ食料を無料で提供する
フードバンクを行っています。

①ひとり親世帯等
（未就学児、義務教育中の子がいる世帯に限ります）

②生活費が少なく困っている世帯
※場合によっては上記を証明する書類と本人確認書
類が必要です。

希望される方は窓口、電話、FAX、
メール、LINEなどで本会へ申請して
ください。まずは面談し、家庭状況
などを聞き取りさせていただきます。

対象世帯

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）

富岡ボランティアグループ、福井一徳、篠田時子、匿名8名

〜もったいないをありがとうに〜

フードバンクをご存知ですか？

【食料提供ご協力者へ】フードバンクへのご協力をお願いします！
　本会のフードバンクは市民の方々などから食
料の提供をいただき実施しています。
　みなさまのあたたかいご支援により、生活に
お困りの方などへお届けすることができていま
す。只今、右記の食品を集中的に募集しており
ますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

　山県市社協では、生活保護に至る前の段階の相談者に対し、市と連携して経済的課題に
関する支援などを行い、相談者が「自立」できるようサポートしています。
　就職、住まいなど暮らしに悩みを抱えた人は、ひとりで悩まず、本会までご相談ください。
　また、自ら救いを求めることができない場合もありますので、周りに困っている方がい
ましたら、早めに相談窓口に情報提供をお願いします。

ひとりで抱え込まないで  私たちがそのお悩みに寄り添います♥

★特に募集している食品★
・レトルト食品　・缶詰
・インスタント食品
※その他、玄米（生産から2年以
内のもの）、お菓子、乾麺なども
随時募集しています。

もったいないをありがとうに
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美山地域デマンド型交通の
事前登録が始まります！

〈申込先・問い合わせ〉 山県市社会福祉協議会   電話：0581-52-3010 （平日8:30～17:00）

利用したい日時を事前予約し、自宅付近に設置した自分のバス停から
目的の場所まで利用することができる乗合型の公共交通サービスです。

★事前利用登録
（登録開始日：令和３年2月1日）
❶申込先へ電話
❷デマンド型交通利用者として登録
❸ご自宅に伺い、乗降場所を決定

★その他詳細は、4月号で掲載します。
実際の利用は6月からの予定で、
利用の度に事前予約の電話が必要になります。

【令和３年6月～】次の2路線の運行がスタートします

使わなくなった制服や
学校用品はありませんか？

デマンド型交通とは

塩後➡山県バスターミナル➡岐北厚生病院
山県バスターミナル➡塩後

❶葛原線

米野➡山県バスターミナル➡岐北厚生病院
山県バスターミナル➡米野

❷乾　線

　本会では、学業必需品（ランドセル、学生服、通学かばん、習字道具セット等）を提供し
てくださる方を探しています。提供していただいた学業必需品は、金銭面で生活が困難と
なっている山県市在住の方にお渡しし、再び利用していただきます。

★その他、学業必需品の提供・譲り受けについてのご質問は本会までご連絡ください。

学業必需品の譲り受けを希望する方へ

◦希望者は本会との相談の上、希望者登
録を行います。

◦生活が困窮しているとわかる資料（給
与明細、通帳等）を確認させていただ
きます。

社会福祉法人山県市社会福祉協議会　山県市岩佐1177番地1
TEL:（0581）52-3010  FAX:（0581）52-2941  メール:community@y-shakyo.or.jp

学業必需品を提供してくださる方へ

◦現物の確認をするので事前にご連絡の
うえ、本会にお持ちください。

◦学生服はクリーニングをしたものに限
ります。

◦大きい傷や汚れのあるものの提供はご
遠慮ください。

運賃は1乗車につき
200〜300円の予定 （R3.1.8現在）

5



令和2年11月7日〜令和3年1月7日
◦(有)本荘塗装　◦登記測量大野寛事務所
◦匿名1件

（令和3年1月7日現在、申し込み用紙提出及び入
金済みの方を掲載しております。敬称略 順不同）

この度は、山県市社会福祉協議会が実施する
新型コロナウイルス対策寄付金にご協力いた
だきありがとうございます。寄付金は、フー
ドバンク事業等の新型コロナウイルス対策支
援事業のために活用させていただきます。

新型コロナウイルス対策
支援事業の寄付金ご協力者

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
付金等はすべて、地域福祉事業に活用させていただきます。

◦匿名…………………………… 500,000円
◦匿名…………………………… 電気ポット

◦匿名…………… ギフトカード4,000円分
◦匿名………………………………… おむつ

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3年1月7日まで）

◦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
◦野々村建設㈱　　　　◦鳥澤医院
◦世界心道教高富教会　◦日比野
◦富波保育園　　　　　◦S/N　
◦藤田　南司　
◦㈱高富運輸　　　　　◦匿名6名

ありがとう
ハート

車いすでの外出にお困りの方々の力になりたい
山県市社協では、車いすでの外出にお困りの方に福祉車両の貸出を行っています。
「レンタカーや介護タクシーを頻繁に使うと高いしなぁ…」という方はぜひご利用ください！
（車いすも貸出可能です。）

　通常の歩行での移動が困難な方（要援護者）をサポートするためにつくられた特別な車両
です。山県市社会福祉協議会では、車いすごと乗降できる車両（軽自動車）を貸出しており
ます。リモコン操作による自動巻き上げ式ですので、大きな力を必要としません。また、
初めてご利用の方には本会職員が操作説明をしますので、安全に利用することができます。

福祉車両
とは

●対　象　者：車いす利用者（要援護者）
　　　　　　　又は、運転者が山県市内在住
●利　用　料：20円/ｋｍの実費
●運　　　転：ご家族・ご親族等
●予　　　約：3か月前から可能
●問い合わせ：山県市社会福祉協議会（0581-52-3010）
※初回は予めの登録が必要です。
※利用後にアルコールによる消毒作業をしております。 貸出用の福祉車両
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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

交換
期間 持ち物

その他

ボランティアポイントの
交換が始まります！

令和2年度分のボランティアポイントの交換
が3月よりはじまります。10ポイント以上付
与されているボランティアの方は交換手続き
を本会窓口にておこなってください。

3月1日（月）～19日（金）
8時30分～17時00分（土日祝日は除く）

◦ポイント手帳
◦印鑑

問い合わせ、交換場所　山県市社会福祉協議会 本所  山県市岩佐1177-1  ☎0581-52-3010

◦1ポイント100円とし、10ポイント貯められると1,000円分のギフトカードをお渡しします。
◦今年度に付与されたポイントは、今年度中に交換してください。ただし、1の位のポイント

については次年度に持ち越すことが可能です。
　〈例〉38ポイント所持の場合 3,000円分のギフトカードをお渡しし、8ポイントは次年度に持ち越しします。

令和３年
２月1日発行

NO.162

●団体… 70団体 （1,829名）
●個人… 69名 （令和2年12月31日現在）題字　吉田 久子さん（山県市中洞）

ボランティア活動をされる方はぜひご加入ください。

※被災地でのボランティア活動では、予測できない様々
な事態発生の可能性がございます。あらかじめ、天災・
地震補償プランにご加入いただくことをお勧めします！

対象となるボランティア活動の条件
● 本会にボランティア登録されていること。

保険金を支払う主な場合
● ボランティア活動中、転んでケガをして通院した。
　（ケガの補償）
● 目的地に向かう途中、交通事故にあい亡くなった。
　（死亡保険金の補償）
● 活動中に食べた弁当でボランティア自身が食中毒に

なって入院した。（ケガの補償）
● ボランティア活動で清掃中、誤って花瓶を落として

壊してしまった。（賠償責任の補償）
● 自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って他

人にけがをさせてしまった。（賠償責任の補償）  など

　　　　　　　  プラン
  補償金額 基本プラン 天災・地震

補償プラン

死亡保険金 1,040万円 1,040万円

後遺障害保険金（限度額） 1,040万円 1,040万円

入院保険金日額 6,500円 6,500円

手術保険金
入院手術 65,000円 65,000円

退院手術 32,500円 32,500円

通院保険金日額 4,000円 4,000円

地震・噴火・津波に
よるケガ × ○

賠償責任（限度額） 5億円 5億円

保険料 350円 500円

保険金額・年間保険料（1名当たり）

ボランティア活動中に新型コロナウイルス感染症を発
病した場合も補償されます！

令和3年度ボランティア活動
保険の加入受付が

始まりました！

ワンコインでもう安心、
時代にあった補償があります！
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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

介護予防講習会

『ごぼう先生と楽しむ大人のイス体操』
令和3年3月7日（日） 10:30～12:00
会場：美山中央公民館（山県市岩佐1177-1）

ごぼう先生のプロフィール
介護の『ご』予防の『ぼう』で「ごぼう先生」！！
ごぼう色の作務衣で高齢者のアイドルとして絶大な
人気を誇ります。
介護界のプリンスと楽しい時間を過ごしませんか？

募集人数  先着50名程度
対　　象  山県市在住又は山県市で勤務しており、

介護予防体操に関心のある方
申　　込  定員制のため事前申し込みが必要です！

（メール、FAX、LINE等でも受け付けて
おります。）

電　　話  0581-52-3010
F A X  0581-52-2941（名前、住所、連絡先）
メ ー ル  community@y-shakyo.or.jp
締　　切  令和３年２月19日（金）17:00まで

◦当日は、体操を行いますので動きやすい服装でお越しください。
◦換気等、感染予防対策を徹底し開催します。
◦コロナ感染拡大状況によっては開催を中止させていただく場合がございます。
　あらかじめ、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

講師：ごぼう先生（簗瀬 寛氏）
株式会社GOBOU 代表取締役

ごぼう先生が
山県市に

やって来る！

共同募金配分金事業

いきいきつどいクラブで利用者さんに楽しんでいただいているゲームや仕掛けは、
ボランティアさんや職員が手作りしています！！

手先が器用な方や、ものづくりが好きな方は、ぜひ一緒にゲームや仕掛けを
作りませんか？どなたでも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

〈問い合わせ〉0581-52-3010

ものづくりが得意なボランティアさん大募集
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