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表紙題字　長屋 三千代さん（山県市谷合）

大会宣言の様子

伊藤真波様による講演『あきらめない心』
義手でのバイオリン演奏

表彰の様子



  表彰の部
　民生児童委員功労
　　大村　　靖 ／ 山田　明子 ／ 山口しげ子 ／ 民谷　幸男 ／ 松久　和夫 ／ 宇野真貴子
　　村瀬　谷子 ／ 中村佳津子 ／ 信田　　登 ／ 髙屋　康彦 ／ 玉井うた子 ／ 大野　澄子
　　土田　繁寿 ／ 佐野　容子 ／ 堀　　佳代 ／ 稲田　陽子 ／ 日比野良和 ／ 田中　　隆
　　原田久美子 ／ 開元　忠昭

　社会福祉事業活動功労(団体)　楽生会

　社会福祉事業活動功労(個人)
　　中山　勝吉 ／ 臼井　惠子 ／ 藤根　敏典 ／ 山田さつき ／ 藤田　早苗

  感謝の部
　高額寄付　大東化工株式会社 ／ 匿名１件

　賛助会員継続協力
　　有限会社大善 ／ 玉井土木株式会社 ／ 中島清掃株式会社山県営業所 ／ 坂本自動車興業株式会社

　特別会員継続協力
　　九野　隆浩 ／ 神山　正人 ／ 吉村　義信 ／ 古田　豊行 ／ 武藤　嘉邦 ／ 杉浦　千恵

◆被表彰者のみなさま（順不同・敬称略）

第20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

第70回岐阜県社会福祉大会 被表彰者のみなさま（順不同・敬称略）

  表彰の部
　民生委員児童委員　　　梅田　幸子 ／ 村瀬　　文

　社会福祉施設・職員　　土田ゆかり

　特別表彰　ボランティア団体
　　のぎくの会 ／ すこやか会 ／ ボランティアしゃくなげ ／ ボランティア団体 桔梗会

  感謝の部
　社会福祉事業協力援助者・個人　　上野　敦子

岐阜県社会福祉大会にて、社会福祉の向上に功績のあった方々が表彰を受けられました。
山県市からは下記の方、団体のみなさまが受賞されました。
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　私は家族でにわ
とりを飼う養鶏業
を営む祖父母と一
緒に住んでいま

す。祖父母は、両親の仕事を支えながら、畑や
庭の手入れなどもしてくれています。私は生ま
れた時から、祖父母と共に暮らしているので、
何か困ったことがある時には、いつも誰かが私
を助けてくれます。一緒にご飯を食べたり、お
風呂に入ってと声をかけられたりするなど、当
たり前の日々が繰り返されていました。
　今年の５月のある日、私たち家族の当たり前
の生活が一変しました。祖母が耕運機とぶつか
り、足の付け根を骨折してしまったのです。祖
母はこれまで一度も大きな怪我や病気をしたこ
とがないくらい、体が丈夫な人でした。そんな
祖母が突然入院することになり、しばらく家に
いられなくなりました。私たち家族は、毎日の
生活で困ることがたくさんでてきました。畑や
庭の手入れ、私たちの習い事の送り迎え、日々
の細かなことなど、祖母に助けられていたこと
に気付かされました。
　ふとある時、祖母の元気な姿が思い出され、
私にも何かできるのではないかと気付きまし
た。そこで私は花の水やりを、兄と母と私の三
人で花の植え替えをしました。祖父は私の習い
事などの送り迎えを、母は畑の野菜の収穫を祖
母に代わってしてくれました。私も兄と一緒に

収穫しました。家業の養鶏の仕事は難しいので
私にはできません。両親が助け合って続けてい
ます。分からないことがある時には祖母に聞き
ながら、家族全員で助け合って、やっとの思い
で乗りきりました。
　祖母が退院しました。でも、元のように元気
に歩くことができなくなりました。今は家族み
んなで、祖母の生活をサポートしながら暮らし
ています。
　祖母が怪我をする前の私は、誰かに何かを頼
まれるたびに、なぜ自分がやらなくてはならな
いのかと、疑問に思うことがありました。しか
し、祖母が突然、怪我をしたことで、人はいつ
までも元気でいられるわけではなく、年れいと
共に衰えていくことを実感しました。だからこ
そ、私たちは自分から気付いたことを進んで行
い、助け合うことが大切だと思いました。
　私にとっては今、祖父母を介護することは全
く想像がつきません。私たち家族は、助け合っ
て困難を乗りこえた経験があるからこそ、これ
から私たち家族に何があっても大丈夫と信じ
ています。祖母を助けながら、祖父母が元気で
いる間に、いろんな事を祖父母から教わりたい
です。
　さらに、祖母の怪我を通して考えたことや自
分自身が変わったことを見つめ、困っている人
にそっと手を差しのべることができる人になり
たいと考えています。

私に出来ること
山県市大桑小学校  ６年  武藤 万愛（むとう まな）

作文紹介作文紹介
やまがた社会福祉大会で朗読いただいた、
福祉推進校2校の児童お2人の作文をご紹
介します。 「人種差別のない世界を目指して」

山県市立梅原小学校　６年  松田 徳子 さん

「私に出来ること」
山県市大桑小学校　６年  武藤 万愛 さん

※ 松田徳子さんの作文は、2月号に掲載いたします。
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♥♥あたたかいお気持ち
ありがとうございます

◦ 尿パット ……………………… 野田　一郎
◦ 尿パット ……………………………… 匿名
◦ メイバランス ………………………… 匿名
◦ ボックスティッシュ ………………… 匿名

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9月1日～10月31日まで）

古切手、ベルマーク、テレカ、
書き損じハガキを提供して
くださった方々のご紹介
 （受付順・敬称略）

（令和4年9月1日～10月31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　
◦早矢仕美恵子　　　　◦株式会社岐北ホーム
◦藤田　南司　　　　　◦岐北衛生施設利用組合
◦世界心道教高富教会　◦みやまの里
◦株式会社高富運輸　　◦匿名１　

ありがとう
ハート

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9月1日～10月31日まで）

◦村瀬　孝夫……………………………玄米120㎏
◦五明　実………… 精米10㎏、インスタント麺
◦篠田　時子… 乾物、お菓子、ペットボトル飲料
◦西森　忠一…………………………… 玄米30㎏
◦野々村美代子………………………… 砂糖12㎏
◦内藤　明美……………………………………食品

◦五明　実……………………………乾麺、お菓子
◦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13件
  ……………玄米、精米、乾麺、乾物、缶詰、
 ペットボトル飲料、お菓子等

〜もったいないをありがとうに〜

◦匿名2件

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

（令和4年9月1日～10月31日まで）

寄付金額  15,000円

ファミリーマート♥山県市社協

　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！

フードドライブへのご協力ありがとうございます！

佐賀店6.3㎏

岩佐口店8.8㎏

東深瀬店2㎏

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）山県市社会
福祉協議会

（福）同朋会

社会福祉法人同朋会と社会福祉法人山県市社会福祉協議会は社会福祉法人連携としてフードバンク事業
を実施しています。寄付していただいた食料はひとり親家庭や生活困窮家庭にお渡しいたします。

（令和4年9月1日～10月31日まで）
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12/17（土）
10:00～11:30

平和堂高富店

ふれあいバザール

12/18（日）
10:00～13:30

※てんこもりのみ
9:00～12:00

タチヤ山県店

ザ・ビッグエクストラ山県店

てんこもり伊自良

マルキ

　12月1日からは赤い羽根共同募金の一環として「歳末たすけあい募金活動」
が実施されます。この募金は、新たな年を迎えるにあたり支援を必要として
いる方々や地域の繋がり活動に活用されます。

下記の日程で街頭募金活動を行いますので、ご協力お願いします。

「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が始まります！

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。

10月1日からはじまりました赤い羽根共同募金は
地域のみなさまのあたたかいお気持ちによりたくさんの募金が集まっています。

その他の募金につきましては、2月号に掲載させていただきます。

街頭募金活動
山県市ふるさと栗まつり2022 23,993

ザ・ビッグエクストラ山県店 3,741

平和堂高富店 6,291

タチヤ山県店 5,765

バロー高富店 2,218

マルキ 3,962

てんこもり 13,899

ふれあいバザール 3,574

第20回やまがた社会福祉大会 15,489

保育園、幼稚園による募金活動
高富保育園 5,018

はなぞの北幼稚園 15,805

大桜保育園 3,833

梅原保育園 6,369

富波保育園 1,363

みやま保育園 755

伊自良保育園 1,421

富岡保育園 10,183

（10月1日～10月31日）

（順不同・敬称略）単位：円

歳末助け合い募金の使い道

年末ふれあいサロン助成金
普段のふれあいサロンのメンバーだけでなく、
多世代の地域の方と交流を行うふれあいサロン
に活動費を助成して地域交流を推進しています。

カレンダー配付事業
民生児童委員の見守り活動の一環として70
歳以上の高齢者世帯に生活お役立ち情報が掲
載されたカレンダーを配布します。
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10月には会場を飛び出して美濃市へお出かけしました！

10月のお出かけツアーの様子

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

　本会では、65歳以上の山県市在住の方を対象に、
介護予防を目的とした活動を山県市社協本所の
ホールで楽しく行っています！
　まめかなクラブの会場へは、基本的に公共交通
機関を利用してお越しいただいています。
　ただし、ご自宅近くに最寄りのバス停がない場
合には送迎サービスを利用できます。

【開催日】火・木・金曜日10:00～15:00
【場　所】山県市社会福祉協議会（東深瀬696-1）
【利用料】200円
【対象者】65歳以上の介護予防を行いたい方

【お問い合わせ】0581-23-1211

ゆずりあい品のご案内

冬休み
あさごはん食堂は、「朝ごはんを食べて
いない子」や「子どもだけで朝ごはんを
食べている子」のための食堂です。

開 催 日  冬休みの平日（令和4年12月26日～28日、令和5年1月4日～6日）
時　  間  あさ8:30～9:30ごろまで。11時までは宿題をする部屋もあります！
場  　所  山県市社会福祉協議会（山県市東深瀬696-1）※山県バスターミナルのとなり

メニュー  ごはん、みそ汁、おかず

あさごはん食堂

【保護者の皆様へ】
あさごはん食堂は、様々な理由で朝食をとることができ
ない子、また、子どもだけで朝食をとる子たちのために
簡単な朝食を提供する場です。個別でのアレルギー対応
はできませんのであらかじめご了承ください。

❶�マスクを着用してお越しください。
❷�アレルギーのある子は、おうちの人に確認
してから来てください。

❸�体調が悪いときや発熱があるときは参加を
控えてください。

あさごはん食堂の約束

　本会では、使用する必要がな
くなった福祉機器や育児用具等
を必要な方に受け渡す「ゆずり
あい事業」を実施しています。
現在、おゆずりできるものは次
の通りです。ご希望の方は、本
会までご連絡ください。

おゆずりできる物品 数、サイズなど
ベビーカー 1台

高富中学校
女子制服

冬服�上5枚（150～175）��下6枚（57～69）
夏服�上8枚（155～165）��下1枚（61～63）

カッターシャツ（女子） Mサイズ　半そで（1枚）　長そで（1枚）

ランドセル 赤色、黒色、水色、ピンク色

「もったいない」を
「ありがとう」に

料金：無料
申込不要！
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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
12月1日発行

NO.173

●団体… 72団体 （1,856名）
●個人… 88名 （令和4年10月31日現在）題字　早矢仕�芳子さん（山県市笹賀）

ちょこっとサポーターとは、、、
高齢者の“ちょっとした悩みや困りごと”をお手伝いする
ボランティアです。困った時はお互い様の精神で“支えあい”
地域をつくるために活動しています！

ちょこっ
とサポーター

がお手伝いします！

生活の中の
“ちょっとした”困りごとはありませんか？？

【対象者】
65歳以上の高齢者
※�一人暮らしなどの理由により生活の
中で困り事がある方
お試し期間中は利用料は無料です。
まずは、本会までご連絡ください。

【お問い合わせ先】
社会福祉法人山県市社会福祉協議会

☎︎0581-23-1211

◦布団カバーの交換　
◦庭の草とり
◦家庭菜園の手伝い　
◦電球交換　
◦衣替えのお手伝い　　
◦話を聞いてもらいたい　など

※�消耗品や取り換え品などはご自身で
用意をしてください。

お手伝いできる内容の一例

ちょこっとサポーター活動は、“ふれあい”を大切にしたボランティア活動です。
対応できる活動には限りがありますのであらかじめご了承ください。
緊急で対応しなければならない問題や専門的な問題は社協職員が
お聞きし専門機関にお繋ぎしますのでお気軽にご相談ください！
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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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みんなの居場所続々開催中！

ふれあいプラザ特集
　ふれあいプラザは、山県市の高木に位置する
山県市社会福祉協議会が管理する建物です。

　フロアが2つに分かれており、片方が“デイサービスセンターふれあい”、
もう片方が地域の皆さんが集うことができる

“居場所スペース”になっています。

みんなの「居場所」

あったかcafé
あったかcaféは、地域の方が気軽に交流できる
場として開催しています。ゆっくりお話を楽し
みたい方や誰かに悩みを聞いてもらいたい方
が、ほっと一息つきながら交流する場所です。

【開催日】
毎月第3木曜日10:00～12:00

事前申し込みは不要です。

利用料は無料です。

開 催 概 要
個室の相談室も
ありますので、

お気軽に
お越しください。

「ほっと」一息
つきませんか？

ふれあい
プラザ

山県署

西村歯科

鳥沢クリニック

山県市役所東

高木扇町

山県市役所
高木戸羽

会場のご案内
（山県市高木933）

【開催日】第4水曜日9:00～12:00

参加費は無料です！飲み物100円

開 催 概 要

教え合いながら「ふれあい」を大切にして活動しています！
「麻雀を覚えてみたい！」という初心者の方も
大歓迎です！どうぞお気軽にお越しください。

ふれあい
マージャンサロン

初心者大歓迎


