
社会福祉法人山県市社会福祉協議会
岐阜県山県市東深瀬696番地1
TEL（0581）23-1211　FAX（0581）23-1235
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、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

この広報誌は共同募金配分金により
作成しています。

★手話通訳・要約筆記・車いす席をご用意しております。

【本大会に関してのお問い合わせ】
山県市社会福祉協議会　地域福祉係　23-1211

※�天候等により、時間・内容等
が変更する場合があります。スケジュール

12:30～13:10 受付

13:10～13:55 式典（来賓祝辞、表彰等）

13:55～14:15 休憩

14:15～15:45 講演会『あきらめない心』
※講演会のみの参加はご遠慮ください。

令和4年10月1日	発行		第172号（特大号）

山県市地域福祉
推進キャラクター

社協だより

表紙題字　武藤 美智子さん

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

♡あなたの手からこころから♡
第20回  やまがた社会福祉大会

テーマ：チャレンジ！＼地域でつくるみんなのふくし／

令和4年 11月6日（日）
13：10〜15：45 （受付12：30〜）

美山中央公民館ホール （山県市岩佐1177-1）

講師 � 伊藤  真波 氏（北京・ロンドンパラリンピック競泳日本代表・元看護師）
演題 　『あきらめない心』

【プロフィール】
　1984年生まれ。看護学校在学中（20歳）にバイク交通事故で右腕を失う。しかし持ち
前の明るさとガッツで日本初の義手の看護師として神戸百年記念病院に入社。同時に障
害者水泳を本格的に始める。22歳の夏パラリンピックに出場し100メートル平泳ぎで4
位入賞。4年後のロンドンオリンピックでも8位入賞する。
　また、どんな時でもそばで支えてくれた母を喜ばせたいとい
う思いで、母の好きなバイオリンを再開し、特注の義手をつけ
て練習を重ね、地域のイベントなどで披露している。
出演番組；�アメリカのスター発掘番組「The�World’s�Best」、

TBS「一番だけが知っている」など

【会場駐車場案内】

（美山中央公民館）
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社会福祉大会の申し込み方法
第20回やまがた社会福祉大会に参加を希望する場合は、下
記の通りお申込みください。

◦�参加者名、住所、連絡先を本会までご連絡ください。電話、
メール、FAX、LINE、申し込みフォーム可

◦�参加決定後、決定通知および当日の入場券となる「体調
チェックシート」をお送りします。

※	新型コロナウイルス感染対策のため一般受付の定員を

150名とさせていただきます。（応募多数の場合は抽選
とさせていただきます。）

※	ホール前方は招待者席となります。一般参加者の方はホー
ル後方の観覧席となりますのでご了承ください。

◦�申し込み締め切り：10月21日(金)17:00まで

やまがた社会福祉大会
申込フォーム

【駐車場について】
会場正面駐車場は、来賓、
障がい者優先駐車場にな
ります。
第1駐車場に駐車してく
ださい。
※�第1駐車場が満車の場
合は美山老人福祉セン
ター北側の第2駐車場
をご利用ください。



共同募金の使いみち

フードバンク事業にて食料を寄付してくださった方 （々順不同・敬称略）
（令和4年7月1日～8月31日まで）

◦篠田時子………………………………………………………………………お菓子
◦奥田和成…………………………………………………………………………玄米
◦アンスリール吉村美枝子…………………シフォンケーキ⇒子ども食堂で活用
◦匿名… 精米・お菓子・野菜ジュース・缶詰、麺類・野菜（かぼちゃ、じゃがいも）

〜もったいないをありがとうに〜
♥ ♥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、地域福祉事業等に活用させていただき
ます。〈順不同・敬称略〉� （令和4年7月1日～8月31日まで）

◦パターゴルフ練習台……………匿名
◦子供用手作りマスク、小物……匿名

◦切手（80円分）� ……匿名
◦洗濯用洗剤…………匿名

ファミリーマート店舗におけるフードドライブにたくさんのご協力をいただきあり
がとうございます。山県市内（東深瀬・佐賀・伊自良・岩佐口店）で行っています。

◦東深瀬店：6.5kg
◦佐 賀 店：9.9kg
◦伊自良店：12kg
◦岩佐口店：9kg

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

古切手、ベルマーク、
テレカ、書き損じハガキ
（受付順・敬称略）

◦不二サービス　　　　◦佐伯清栄
◦（株）山口製作所　　　◦立川大翔
◦世界心道教高富教会　◦鈴木なな
◦W　　　　　　　　　◦同朋会在宅介護支援センター
◦みやま保育園　　　　◦特別養護老人ホーム椿野苑
◦北村宗近　　　　　　◦匿名２件

ありがとう
ハート

（令和4年7月1日～8月31日まで）

令和4年度山県市目標額

赤い羽根募金  3,787,000円　歳末助け合い募金  844,000円

～自分のまちをよくする仕組み～

10月1日から全国一斉に赤い羽根共同募金が始まります!

【街頭募金予定日】
実施日 場所 時間

10/8（土）

ザ・ビッグエクストラ
山県店

10:00 ～ 11:30

タチヤ山県店 10:00 ～ 11:30

平和堂高富店 10:00 ～ 11:30

マルキ 10:00 ～ 11:30

10/9（日）

バロー高富店 10:00 ～ 11:30

てんこもり ��9:00 ～ 10:30

ふれあいバザール 10:00 ～ 11:30

みなさまからの募金は岐阜県共同募金会を通じ、県内の福祉施設や社会福祉協議会
に配分され、地域の福祉に役立てられます。

共同募金の使いみち

ほほえみ冊子の配布 ふれあいサロンの推進子どもボランティアクラブ

高齢者等の居場所としてふれあ
いサロンを推進しています。

子どもたちが福祉について学ぶ
機会としてボランティア活動を
体験してもらっています。

民生委員さんが高齢者
の安否確認のために訪
問し配布しています。

本会では様々な理由により生活が困窮した家庭を対象に地域の皆様
からいただいた「生活困窮者支援事業寄付金」を活用し生活困窮者支
援を実施しています。今後さらに増加が予想される生活困窮家庭へ
の支援事業として、様々な事業展開を計画しておりますが、本会の
財源だけでは十分に支援できない状況にあることから、皆様のご協
力を賜りますようお願いいたします。

生活困窮者支援事業寄付金を
募集しています！

～みんなで支え、乗り越える～ 寄付金の使い道
本寄付金（令和3年4月まで） 746,145円　

生活困窮者支援事業
（令和2～4年度）

◦フードバンク
◦生理用品無料配布
◦子ども食堂支援
◦高校入学時学用品購入援助

事業費（令和2～4年度） 763,835円（不足分は本会自己財源を活用しています。）

生活困窮者支援事業寄付金へ
ご協力いただきありがとうございました

寄付金額 　10,000円　　◦本荘塗装　◦匿名1件
（令和4年7月1日～8月31日まで）

❶下記口座へお振込みいただく　
❷本会窓口（山県市東深瀬696-1）まで直接お持ちいただく

寄付金へのご協力方法

銀行振込　ぎふ農業協同組合　高富支店　普通　0075928
（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
※�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。

（令和4年7月1日～8月31日まで）



山県市ボランティア・
市民活動支援センター
〒501-2104 山県市東深瀬696番地1
TEL（0581）23-1211　FAX（0581）23-1235
メールアドレス　community@y-shakyo.or.jp

令和4年
10月1日発行

NO.172

●団体…… 73団体…（1,864名）
●個人…… 88名 （令和4年8月31日現在）

題字　澤田�久子さん（山県市岩佐）

元気に介護予防に取り組みたい方を対象に
「まめかなクラブ」を実施しています。
見学やお問い合わせは本会までご連絡ください！
開催日：毎週火、木、金

まめかなクラブでは、工作クラブなどの講座
を行っています。中には少し難しいものもあ
りますが、指先や頭をつかう工作は認知症予
防に効果的です！

令和４年度社会福祉協議会会費（途中報告）は、上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。

4,824,000円（8月31日現在）

（内訳）	 一般会費　3,557,000円　　　特別会費　287,000円　　　賛助会費　980,000円

社協会費へのご協力ありがとうございます

賛助会費（順不同・敬称略）　1口　5,000円

特別会費　個人（順不同・敬称略）　1口　1,000円
❖10口� 松久秀雄　丹羽英之
❖6口	 日比野良和
❖5口	 宮崎聖祥　大沢登美子　武藤嘉邦　平田久美子
� 宮川佳子　古田豊行　長野昌章
� 池戸和人　梅田義孝
❖3口　9名　❖1口　189名

地区名 口数 金額（円） 地区名 口数 金額（円） 地区名 口数 金額（円）
高　富 1,855 927,500 伊自良北 263 131,500 北武芸 167 83,500
富　岡 1,580 790,000 伊自良南 506 253,000 乾 267 133,500
梅　原 363 181,500 北　山 85 42,500 富　波 309 154,500
桜　尾 382 191,000 葛　原 226 113,000 西武芸 628 314,000
大　桑 325 162,500 谷　合 158 79,000 合　計 7,114 3,557,000

一般会費　1口　500円 〈地区別一覧〉	

❖10口　匿名1件　❖6口　(株)永井精機　❖4口　中日技研(株)　❖3口　美山生コン(株)

❖2口　梅田建設(株)　四季の家工房　�(株)矢島クリエイト　(株)五角産業　(株)三洋組　(株)花村自動車　早川胃腸科外科クリニック　(株)山田養鶏
高富化学工業(株)　(株)原田鉄工　(株)デンデン　(株)三建エンジニアリング　小谷縫製　(有)ハシエダ養豚　(有)大善　中島清掃(株)山県営業所　(有)藤後鉄工
(株)ウエイブ　(株)佐野工務店　やまもと整形外科　アーバンフォレスト(株)　(有)岐北　バーベキュー場かなの里　(株)美濃電工社　(有)美山運輸　(株)岐工建設
ムトウエフエー(株)　めいぷる　(株)美山金型　(株)岐北ホーム　恩田工業(株)　大東(株)　トラベルサービスヤマダ　(有)丸旭製材　

❖1口　匿名4事業所　宇野クリニック　岐阜自家用車自動車組合　(有)丸昭髙井建設　加藤印刷　椿野苑　カズヒデ塗装　生活の家桜美寮　ふとんの富久屋
ワークス伊自良　JAぎふ高富支店　(有)笹倉屋　大野寛事務所　銘豊製菓園　JAぎふ美山南支店　藤木石油　伊自良苑　亀屋商店　ゴルフクラブBiO
落合高興税理士事務所　鷲見博信司法書士事務所　美山バルバリー　魚博　日比野製材(株)　(株)ランセニュマン・サノ　(株)北村防災　(株)HTKライフWSBバイオ
日本料理�川島　(株)高富運輸　(株)TFFひなたぼっこ園　(株)ダイワテクノ　(有)ホクギ　ツチダ商会　(有)マルエイ塗装店　(有)佐野養豚　東邦化学工業(株)
寝具のまる元　(有)河野水道工業　山県市商工会　玉井土木(株)　(株)十六銀行高富支店�　サンライズネット(株)　みやまの里　(福)あしたの会�自然の家
松井一級建築士事務所　大東化工(株)伊自良工場　鳥澤医院　江川建築(有)　岐北厚生病院　(株)松野組　(有)トモエ物産　(株)東海化成工業所　美山荘
(株)丸山建設　山県グリーンビレッジ　介護老人保健施設山県グリーンポート　山口実業(株)　(株)オンダ製作所　(株)美濃庄　岐阜県立幸報苑　岐阜県立三光園
(株)中部合成　美山建設(株)　岐阜アグリフーズ(株)　(株)経営志援　建宅地たかとみ(有)　グループホーム虹の里　村瀬ブラシ工業所　坂本自動車興業(株)
(株)山崎商事　山口アルミ　(有)武藤ファーム　(農)桜尾生産組合　(株)山県金属　デュプロ販売(株)　大一建設(株)　若松学園　にのみやクリニック
(有)タカキ製作所　キミドリ建築　(株)大雅　八百作商店　ハビックス(株)伊自良工場　ミズタニバルブ工業(株)　(株)ミヤマ金属工業　(株)ナイスワーク
(株)大鹿造園土木　ヨツハシ(株)　(株)ペンギンYG　日本環境クリーン(株)　(株)インフォファーム　(資)イング　新鉱工業(株)岐阜事業所　美山交通
(株)ナカムラ装飾　寿住建(株)　(株)成和　創文堂事務機(株)�池戸和人税理士事務所　(株)公安警備　(有)タカイ印刷　(有)土井水道

一般介護予防事業 ブま め か な ク ラ

みんなで楽しく介護予防！いつまでも元気に☆若々しく

　夏休みの子どもボランティアクラブでは、「一般介護予防事業まめかなク
ラブ」の利用者の皆さんを対象に『おじいちゃん・おばあちゃんを元気にした
い！』という思いで体操を行いました。
　理学療法士から高齢者の加齢に伴う身体の変化について学び、子どもたち
が主体となり体操を行いました。
　新型コロナウイルス感染症が蔓延し
ているため、距離を取りながらの活動
となりましたが、活動終了後には利用
者の方から「私たちのために一生懸命
体操を教えてくれありがとう」とお礼
の言葉をかけていただき、達成感のあ
る活動となりました！
　子どもボランティアクラブでは月に
１回程度市内での福祉ボランティア活
動を計画しています。参加者は随時募
集していますのでお気軽にご連絡くだ
さい。（対象：小学４年生以上）

山県市社会福祉協議会子どもボランティアクラブ
育てよう！福祉のこころ

ポストカードに
水彩画を書いて
季節を感じ
ました！

プラバンで
お花のブローチ
づくり！

みなさん可愛く
作れました



フードバンク事業の流れ

食料品を下記の事業所で受け付けています！
社会福祉法人同朋会 社会福祉法人

山県市社会福祉協議会

◦特別養護老人ホーム椿野苑
　デイサービスセンター椿野苑
　大桑3615-1

◦伊自良苑
　藤倉84

◦生活の家桜美寮
　桜美寮デイサービスセンター
　藤倉105-1

◦養護老人ホーム美山荘
　笹賀901

◦ワークス伊自良
　大森145

◦山県市社会福祉協議会
　東深瀬696-1

◦デイサービスセンターやすらぎ
　岩佐1177-1

◦デイサービスセンターふれあい
　高木933（ふれあいプラザ内）

◦デイサービスセンターほほえみ
　谷合1349-1

～地域のために今“つながる”～
社会福祉法人連携×フードバンク事業

（福）同朋会、（福）山県市社会福祉協議会の2法人が連携して、様々
な理由により生活に困窮している世帯や市内で開催されている子
ども食堂等に地域住民や企業、団体からいただいた食料をお渡し
するフードバンク事業を実施しています。
だれでも気軽にはじめられる

「支え合いの福祉活動」に参加してみませんか？（福）山県市社会福祉協議会

（福）同朋会

◦お米（令和2年度以降に生産されたもの）
　玄米、精米ともに受け付けています！
◦乾物、缶詰、インスタント
◦レトルト食品

受付可能なもの

◦開封済み食品
◦賞味期限の表示がないもの
◦賞味期限が2か月以内のもの	 ◦生鮮食品
◦常温保存できないもの	 ◦アルコール類

受付できないなもの

市内福祉施設等 山県市社協でとりまとめ
ひとり親家庭や困窮世帯、市内の子ども食堂へ

食料品を持ち込む

LINETwitter Instagram

山県市社会福祉協議会公式アカウントです。
ぜひ、覗いてみてください ！


