
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

まめかなプロジェクトの
詳細はＰ６に

掲載しております。

令和3年10月1日 発行 第166号

表紙題字　久江 ますゑさん（山県市田栗）
山県市地域福祉
推進キャラクター山県市社協マーク

山県市社会福祉協議会公式アカウントです！！

Twitter Instagram LINE

【法人理念】　ともに生き  ともに尊び  ともに支え  ともに築く

● ● 求 人 コ ー ナ ー  ● ●

毎週 　月・木　→高富・伊自良地域（ふれあいプラザ）
毎週 火・水・金→美山地域（美山老人福祉センター）にて開催中!
（新型コロナウイルスの感染状況次第では、休止となる場合がございます。）

一般介護予防事業 行事予定表ブま め か な ク ラ

10月
月 火 水 木 金

1
小物づくり

4
防災講座

5
防災講座

6
防災講座

7
防災講座

8
防災講座

11
小物づくり

12
卓球バレー

13
防災講座

がんばらない体操

14
小物づくり

15
防災講座

18
がんばらない
体操

19
フレイル予防

体操

20 21
レインボーズ

22
卓球バレー

25 26
レインボーズ

27
楽生会

28
フレイル予防
体操

29
がんばらない
体操

11月
月 火 水 木 金
1

フレイル予防
体操

2
がんばらない
体操

3
文化の日

4
パックイン
25

5

8
楽生会

9
パックイン
25

10 11
がんばらない
体操

12

15
レインボーズ

16
マジック
クラブ

17
フレイル予防
体操

18 19
フレイル予防
体操

22 23
勤労感謝の日

24 25 26
パックイン
25

29 30
レインボーズ

お申し込みは、
0581-52-3010まで

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/
◆ふれあいプラザ（デイサービスふれあい、一般介
護予防事業まめかなクラブ、病児保育おひさま）

岐阜県山県市高木933
TEL（0581）23-2030　FAX（0581）23-2031

社協だより

デイサービス介護職員

デイサービス看護師

ヘルパー（訪問介護） 急募

ジ クま め か な プ ロ ェ ト

★お気軽にお問合せください。
見学や説明も感染症対策の上、受け付けております。
問い合わせ先　52-2800（谷口、飯尾）

◉「介護福祉士」「ヘルパー２級」「初任者
研修」のいずれかの資格が必要です。

　（未経験でもOK！）

◉週1時間からでも大歓迎！

あなたの一歩を
応援しています!

勤務時間：8:30〜17:30
月　　給：169,500円〜172,000円
　　　　　※休日等手当あり

賞　　与：2ヶ月分

常勤ヘルパー

勤務時間：8:00〜18:00のうち、
　　　　　都合のつく時間（シフト制）
時　　給：1,120円〜2,120円
　　　　　※交通費支給あり

パートヘルパー

★お気軽にお問合せください。
見学や説明も感染症対策の上、受け付けております。
問い合わせ先　52-2800（長屋）

◉朝・夕の送迎時間も勤務できる方、大歓迎です!

勤務時間：8:00〜17:30で、
　　　　　都合のつく時間、週数日でも可。
時　　給：無資格910円〜（処遇改善含む）
　　　　　※別途交通費支給あり

パート介護職員

※ポストの大きさは写真のものとは異なるものもございます。
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あなたのお悩み
聞かせてください

勤務時間：8:30〜17:30
月　　給：220,000円〜 ※休日等手当あり

賞　　与：2ヶ月分

常勤看護師

勤務時間：8:00〜17:30
時　　給：1,540円〜（その他加算あり）
　　　　　※交通費支給あり

パート看護師



975,000円のご協力をいただきました。（8月31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3年度

（1口：5,000円）

10口 デンデン 匿名1件
6口 （株）衣笠製麺
4口 中日技研（株）

2口

（有）丸昭髙井建設 （株）岐工建設 四季の家工房
（株）原田鉄工 （株）山田養鶏 （有）ハシエダ養豚
（株）岐北ホーム （有）大善 小谷縫製
（株）花村自動車 トラベルサービスヤマダ 中日技研
（株）ウエイブ 中島清掃（株） 美濃電工社
（株）矢島クリエイト 高富化学工業（株） （有）土井水道
梅田建設（株） （株）佐野工務店 （有）丸旭製材
めいぷる （有）藤後鉄工 やまもと整形外科
東邦化学工業（株） （有）岐北 アーバンフォレスト（株）

（株）忠南製作所 （株）三洋組 （株）美山金型

1口

生活の家　桜美寮 椿野苑 カズヒデ塗装
加藤印刷 キミドリ建築 （株）成和
ふとんの富久屋 （有）村橋自動車 池戸和人税理士事務所
JAぎふ　美山南支店 落合高興税理士事務所 JAぎふ　高富支店

（有）笹倉屋 鷲見博信司法書士事務所 大野寛事務所
日比野製材（株） （株）高富運輸 亀屋商店

（株）吉田住設 魚博 （有）ミートショップミカド
宇野クリニック （株）中部合成 （株）松野組

（株）ダイワテクノ 寝具のまる元 （株）東海化成工業所
ゴルフクラブBiO （株）ナイスワーク 美山土地（かなの里）
山口実業（株） （株）北村防災 （有）村瀬建設
村瀬ブラシ工業所 （有）佐野養豚 （有）トモエ物産
サンライズネット（株） 鳥澤医院 岐阜やまがたモラロジー事務所

（株）丸山建設 （株）HTKライフWSBバイオ （福）同朋会　美山荘
創文堂事務機（株） デュプロ販売（株） 岐阜県立　三光園
岐阜県立　幸報苑 江川建築（有） （有）美山運輸

（株）岐北冷機 大東化工（株） 藤木石油
介護老人保健施設  山県グリーンポート （株）TFFひなたぼっこ園 岐阜アグリフーズ（株）
ツチダ商会 松井一級建築士事務所 （資）イング
みやまの里 （株）十六銀行　高富支店 山県市商工会

1口

ミズタニバルブ工業（株） （株）ミヤマ金属工業 （株）大鹿造園土木
（福）あしたの会 銘豊製菓園 紀文
（株）大雅 山口アルミ （株）早川鉄工所
にのみやクリニック （株）マルコーゴム ヨツハシ（株）
早川胃腸科外科クリニック （福）興隆会　若松学園 恩田工業（株）

（株）オンダ製作所 ハビックス（株）伊自良工場 （有）河野水道工業
（有）ホクギ （株）ナカムラ装飾 （有）清門
（福）同朋会　伊自良苑 （株）三建エンジニアリング 玉井土木（株）
（有）マルエイ塗装店 美山生コン（株） 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
岐北厚生病院 伏屋社会保険労務士事務所 （有）武藤ファーム

（株）ペンギンYG 八百作 豊吉屋精肉店
ヤママル 日本環境クリーン（株） （有）タカイ印刷

（有）やまわき ファンシーショップよしだ （株）服部樹脂
瓜野建設（株） 野々村建設（株） （株）カネヒロ
匿名　3件

※順不同、名称の株式会社等につきましては（株）等で統一しております。

日程  11月3日（水）〔文化の日〕  場所  美山中央公民館

◦規模を縮小し招待者のみで開催
　例年、多くの方々にご参加いただいております本大会につきまして、新型コロナウイルス
感染症の感染状況を鑑み、大会規模を縮小して一般申し込みを行わず招待者のみで開催させ
ていただきます。
　また、新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、大会を中止する場合がございます。

自治会で福祉活動を行う場合に活用できる助成金です。

～あなたの手からこころから～
第19回 やまがた社会福祉大会について

活
動
内
容

❶福祉学習
介護予防講座、高齢者体験、認知症予
防体操等の福祉学習や生涯学習などの
研修会を実施する。

❷地域交流活動
軽スポーツ大会、福祉映画観賞会、高齢者と子
どもの交流会等多世代での交流活動を実施する。
※参加者が10名以上であること

❸見守り活動
高齢者宅の訪問活動等、地域の見守り
活動を年間通して定期的に実施する

❹防災・防犯活動
避難訓練や図上訓練（DIG）、防災グッズ作成等
に関する活動や防犯パトロール等を実施する。

【対象となる活動】

【助成金額】　上限10,000円

ふくしの
まちづくりを
応援します！

地域福祉活動助成金
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　「赤い羽根共同募金」は「共同募金」の
愛称で、戦後民間福祉施設などの資金
不足を補うために、市民が主体となる
民間の運動として始まりました。
　当初は、戦後復興として被災した福
祉施設を中心に支援が行われ、その後
制度化され、地域福祉の推進のために
活用されてきました。

その他、障がい者家族支援事業や学校の福祉活動助成、
施設配分金、フードバンク事業など様々な場面で活用しています。

令和3年度山県市目標金額
赤い羽根募金

4,363,000円
歳末助け合い募金

844,000円

令和３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！

共同募金山県市社協への配分金は次の事業に活用されています！

赤い羽根共同募金はこんな募金です！

令和3年度街頭募金日程
場　所 日　程 実施時間

体験農園みとか

10月16日(土) 10：00～11：30
平和堂高富店

マルキ
ザ・ビッグエクストラ山県店

山県ばすけっと東側
（山県バスターミナル広場）

10月17日(日)
10：00～11：30

ふれあいバザール
てんこもり伊自良   9：00～10：30

募金活動へのご協力
お願い申し上げます。

高齢者世帯を対象に、民生委
員さんが配布を行っています。

社協や福祉の情報やお知らせ
を掲載しています。

地域の交流、繋がり作りの場
として活動を行っています。

ほほえみ冊子の配付 社協だよりの配布 ふれあいサロン推進事業

ボランティア活動助成事業

市内のボランティア活動に対し助成を行っています。

計画募金です
地域のニーズを把握し、配分計画を立ててから募金活動を行います。

都道府県単位で活動を行います
募金は都道府県を単位として行われます。市町村で集められた募金は一度県で取りまとめ、
募金実践や活動内容に応じて市町村に分配され、福祉活動に役立てられます。

災害時にも役立てられます
大規模な災害が発生した際は、都道府県域を超えて被災地支援に活用されます。

少人数での活動、
マスクの着用、アルコール消毒等の

新型コロナウイルス感染予防対策を徹底し
街頭募金活動を行います。
ご協力をお願いいたします。

社協子どもボランティアクラブも参加します！
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ジ クま め か な プ ロ ェ ト

まめかなポストは、まめかなプロジェクトの一つで、市内各所に
設置され、市民のみなさんの福祉に関するご相談・お悩みなどを
受け付けるための新企画です‼

まめかなポスト
ってなに？？

たとえば、こんな思いは
ありませんか？

◦生活費が足りず困っている
◦金銭管理が苦手で困っている
◦どこに悩みを相談すればよい
か分からない
◦助けてほしい人がいる　など

下記施設に「まめかなポスト」を設置します。
福祉に関するお悩みがある方は、備え付けの
用紙に記入し投函してください。

◦山県市役所本庁  ◦高富中央公民館　
◦高富児童館  ◦子どもげんきはうす
◦美山老人福祉センター
◦山県市美山支所

※適切な支援へつなげるために、住所と名前を書いてください。記入がない場合、お返事は致しかねます。
※いただいた内容は、まめかなプロジェクト以外使用することはありません。ただし、適切な支援等を行うにあたり

関係機関と情報共有する場合もありますのでご承知ください。
※本会および関係機関においてすべてのお悩みを解決できるわけではありません。

フードドライブへのご協力
ありがとうございます！

ファミリーマート♥山県市社協

　7月より開始のファミリーマート
店舗におけるフードドライブに、早
速たくさんのご協力をいただきあり
がとうございます。
山県高富店・山県佐賀店・山県伊自良店・山県岩佐口店で行っています！引き続き、皆さんの
ご協力お待ちしております！

♥ ♥あたたかいお気持ち
ありがとうございます

匿名でバンダナ（1枚）を寄付していただき
ました。大切に使わせていただきます。

（令和3年7/1～8/31までのご寄付を掲載しております。）

フードバンク事業にて食料を寄付して
くださった方 （々敬称略）　R3.7.1～8.31まで

◦篠田時子　◦匿名3件

〜もったいないをありがとうに〜

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

令和３年
10月1日発行

NO.166

●団体… 71団体 （1739名）
●個人… 82名 （令和3年8月31日現在）題字　久江 ますゑさん（山県市田栗）

いつも活動しているボランティアができない… こんな時期、どんなボランティアができるかな…
とお悩みの方へ、こんな時期だからこそできるボランティアを紹介します。

問い合わせ・提出先  山県市社会福祉協議会 TEL52-3010 〒501-2259 山県市岩佐1177-1

絵手紙を書こう
絵手紙を書いて、地域の高齢者を元気づ
けましょう！
※頂いた絵手紙はまめかなクラブで掲示するほ

か、高齢者世帯に配布する「ほほえみ冊子」に
掲載します。

簡単・節約レシピを考えよう
缶詰、レトルト食品、乾物等を使用した簡単
なレシピを、A4用紙１枚に材料と作り方を
まとめてください。完成品の写真があると嬉
しいです！
※レシピは生活困窮者支援等で活用します。

脳トレ問題を
つくろう

高齢者が自宅で取り組むことができる脳トレ
問題を作成してください。手書き、パソコン
作成どちらも大歓迎です。（答えも忘れずに！）
Ａ4紙１枚程度にまとめてください。
※脳トレは、まめかなクラブ、ほほえみ冊子、ふれ

あいサロンで活用します。

体操やレクリエーションを
撮影して送ろう

撮影した動画で、地域のみなさまに楽し
んでもらいましょう。
※頂いた動画は、本会で編集してYouTubeに

アップします。また、YouTubeにアップする
ことに同意したものとみなします。

【動画データ送付先】
community@y-shakyo.or.jp

おうちでできる！ボランティア活動

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8月31日まで）

◦世界心道教高富教会
◦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
◦株式会社大雅　　　  ◦山県市健康介護課
◦野々村建設株式会社  ◦匿名４件

ありがとう
ハート

新型コロナウイルス対策支援事業の寄付金ご協力者
◦(有)本荘塗装  （申し込み提出及び入金済みの方を掲載しております。敬称略）R3.7/1～8/31

　本会では、山県市の小中高校生を対象に子どもボランティアクラブを実施
しています。第1回の子どもボランティアクラブでは、認知症の方への関わ
り方や理解を深めるための「認知症サポーター養成講座」と車いすの介助方法
を学ぶ車いす体験を実施しました。
　子どもボランティアクラブは随時参加者を募集しています。興味のある方
は本会までお問い合わせください。
　新型コロナウイルスの感染状況により急遽内容を変更する場合がありま
す。あらかじめご了承ください。

山県市社会福祉協議会子どもボランティアクラブ

ふれあいプラザ（山県市高木）
での活動の様子

育てよう！福祉のこころ
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