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◆高富支所

【法人理念】

表紙題字 水川 七海さん
（富岡小学校）

ともに生き ともに尊び ともに支え ともに築く

山県市社協マーク

岐阜県山県市高木1000番地1
TEL（0581）22-6813 FAX（0581）22-2115

山県市地域福祉
推進キャラクター

◆伊自良支所

岐阜県山県市大門850番地67
TEL（0581）36-2211 FAX（0581）36-2212

〜あなたの手からこころから〜

第12回やまがた社会福祉大会
日 時
場 所

11月2日（日）10時〜
美山中央公民館

スケジュール
時間

美山中央公民館内

9：30～
10：00～

11：15～
11：30～
14：00

公民館駐車場

受付
式典
出席者にはふれあい広場チケット
（200円分）
と記念品を
プレゼント！
ふれあいイベント

「美山地区保育園鼓隊」

ボランティア紹介ブース

いろいろな活動にふれてみよう！

餅まき

ふれあい広場
（～14：00ごろ）
社協○×クイズ
食品・授産製品販売
フリーマーケット
移動動物園
共同募金コーナー
縁日コーナー
抽選会
（ビンゴ）
（13：00～）
１等：加湿空気清浄機

※天候等により、時間・内容等が変更になる場合があります。

ボランティアさん募集！
ふれあい広場、
「共同募金コーナー」を盛り上げてくださる
ボランティアさんを募集しています。
友達と一緒にボランティア活動を始め
てみませんか？もちろんお一人でも大歓
迎です。
内 容 共同募金の呼びかけ
事前準備や風船づくりなど…。
毎年、10 月から運動が始まる共同募金
の使いみちや詳しい内容は、次ページに
掲載しています。

昨年度の様子
↑福祉に尽力いただ
いた方の表彰

←美山地区保育園児
による鼓隊

福祉標語募集！

普段の生活の中での絆や助け合いなど、
『ふくし』に
関する標語を応募してください。
優秀作品は、式典で発表し、ロビーに掲示します。
応募締切

10月２4日（金）

最優秀賞
（１点）
：
応募用紙記入事項
図書カード10,000円分
①応募する標語
優秀賞
（２点）
：
②氏名（ふりがな）
図書カード 3,000円分
③住所
④学校名・学年（学生のみ）
⑤社協だよりへの氏名の掲載可否

本会本所もしくは支所にある応募用紙に必要事項を
記入し、応募してください。（郵送・ＦＡＸ可）

協力：市内ボランティア団体・福祉施設
協賛：梅田建設株式会社、株式会社岐北ホーム、株式会社北村防災、技術出版合資会社、株式会社花村自動車、株式会社岐工建設、
ゴルフクラブBio、創文堂事務機株式会社、株式会社原田鉄工、有限会社服部鉄工所、宇野クリニック、社会福祉法人同朋会生活の
家桜美寮、寝具のまる元、アーバンフォレスト株式会社、医療法人社団光成会鳥澤医院、カズヒデ塗装、有限会社きずなの里みや
まの里、やまもと整形外科、株式会社衣笠製麺、株式会社岐北冷機、落合高興税理士事務所、株式会社ダイワテクノ、社会福祉法人
あしたの会自然の家、株式会社オンダ製作所、社会福祉法人同朋会養護老人ホーム美山荘、合資会社イング、株式会社山田養鶏、
有限会社杉本精工、江川建築有限会社、ヨツハシ株式会社、大野寛事務所、有限会社アズマ食器、株式会社三建エンジニアリング、
豊吉屋精肉店、株式会社中部合成、有限会社ホクギ、ぎふ農業協同組合、株式会社ナイスワーク、株式会社美山金型、有限会社岐
北清掃社、新鉱工業株式会社、有限会社丸旭製材、ニューいじら湖荘、株式会社佐野工務店、社会福祉法人同朋会障害福祉サービ
ス事業ワークス伊自良、橋本屋化粧品店、有限会社保険の岐阜北、にのみやクリニック、岐阜県厚生農業協同組合連合会岐北厚生
病院、中島清掃株式会社、株式会社山口製作所、株式会社高富運輸、佐藤文具店、株式会社WSBバイオ、匿名2件 （順不同・敬称略）

会場・駐車場
駐車場

会場
駐車場
コメリ
コンビニ
駐車場
R256 至高富

この広報紙は
共同募金の配分金により
作成しています

『社協だより』だけの特典は最終ページをご覧ください！

じぶんの町を良くするしくみ。

赤い羽根共同募金運動が始まります！
〜山県市目標額〜
赤 い 羽 根 募金
歳末助け合い募金

4，
670，
０００円
１，
388，
０００円

共同募金運動は毎年10月から「赤い羽根」をシンボルに、
全国一斉に始まる募金運動です。
運動期間 10月１日〜12月31日
★12月の1か月間は、歳末たすけあい募金運動
も併せて行います。
山県市では、自治会を通じて各世帯に協力を依頼する他、
市内各地で街頭募金活動を実施しますので、ご協力をお願
いいたします。

なぜ、目標額があるの？
共同募金は、事前に、県内の社会福祉施設や社会福祉団体等から助成
申請を受け付けて、使いみちの計画を立ててから募金活動を行います。
その計画額が「目標額」
として定められています。

募金の使いみち
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。
【平成25年度山県市への配分】
★福祉施設へ 伊自良苑
・大型洗濯機、乾燥機購入

ふれあいサロンや福祉教育の
助成、ボランティア育成、障が
い者の交流会等の地域福祉事
業に活用させていただきました。

◀サロンお役立ち講座

【街頭募金会場】
・栗祭り
・やまがた社会福祉大会
・市内各スーパー 等

★山県市社会福祉協議会へ

▲昨年の募金風景

相談日のお知らせ
げんきな集い （高富地区

本町1丁目自治会）

毎月、第1・2火曜日に20名程度が集まり、健康を維持する
ための簡単な体操や、交流の場としての食事会、茶話会の他、
年間を通して季節に合った行事を行っています。
この日は、みなさんで握ったおにぎりと、ご近所の方から
頂いた鮎が調理され豪華な昼食で
した。
食後には指の体操や、健康のた
めのお話があり、充実した時間を
過ごされていました。

老人福祉センター便り
老人福祉センターは、市内在住の60歳以上の方ならどなたでも
利用することができます。お気軽にご来館ください。
美山老人福祉センター
つどいの場
日にち 火・水・金曜日(祝日除く)午前10時〜午後2時
内 容 100円喫茶・100円カラオケ
（2曲）
・足湯
（無料）
美山地域マイクロバス送迎
（無料）
があります。
※初めて送迎バスを利用される場合は、停留所の確認の
ため当センターへお問い合わせください。
10月のメニュー
健康体操 7日（火）
・24日
（金） 午前11時〜
健康相談 24日
（金）
午前10時〜11時
【問い合わせ】電話 52-3010
伊自良老人福祉センター
入浴サービス 月〜金曜日
（祝日除く） 正午〜午後2時30分
※送迎サービスがあります。
【問い合わせ】電話 36-2211

◦つなぎとあわせ号出張相談

場 所 みやまジョイフル倶楽部
日にち 10月2日
（木）
、10月16日
（木）
時 間 午前11時〜正午
場 所 伊自良老人福祉センター
日にち 10月10日
（金）
、10月20日
（月）
時 間 午後1時30分〜午後2時30分
●100円喫茶あります。
※悪天候の場合は、運休することがあります。

◦主任児童委員による子ども相談
日にち
時 間
場 所

11月7日
（金）
、12月5日
（金）
午後1時30分〜午後3時
（受付：午後2時30分まで）
高富児童館

◦電話相談・来所相談
平
場

日
所

午前9時〜午後5時
社会福祉協議会 本所
（美山老人福祉センター内）

暮らしの中で困っていること、どこに相談してよいかわから
ないことがありましたらご連絡ください。司法書士を紹介する
こともできます。
【問い合わせ】電話 52-3010

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、ご紹介い
たします。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〉
●匿名……………………… 30,000円
●鬼頭富美子……………… 100,000円
故鬼頭 雄さんが、叙勲「叙位・正六位」を受賞されたことに伴い、ご家族の方
より地域福祉の発展のために役立てていただきたいとご寄付をいただきました。
ご冥福をお祈りいたします。

●山本兼雄……… 折りたたみ傘
（5本）

住民みんなが主役！
福祉のまちづくり

知って安心！介護保険⑱
デイサービスってどんなところ？？
デイサービスは、介護保険の認定を受けた方が利用できるサービ
スのひとつ（詳しくは社協だより９月号をご覧ください。）です。
今号からは、本会が運営するデイサービスについて、一日の流れ
や特徴などを紹介していきます。
★デイサービスセンターぬくもり（高木）
ぬくもりの特徴は、何といっても小規模（定員１３名）で、利用す
るみなさんとなじみの関係ができるところです。
また、家庭的なお風呂でお一人ずつ入浴することもできます。
（移動用リフトあり）
その他、野菜や花を育てて収穫し調理を行ったり、足湯やマッサー
ジなど、癒しのサービスも充実しています。

…デイサービスの１日…
８：００

各家庭にお迎え

９：１０

到着順に健康チェック、呈茶（コーヒーまたはお茶）

９：４０

入浴、整髪、水分補給、入浴後の個別メニュー

★地域福祉懇談会 大桑地区のテーマ
「大桑の魅力をPR
（歴史、観光地の周知）
」
6月号、8月号に引き続き大桑地区の魅力や行事を紹介します。
『大桑城合戦仲直り登山』
戦国時代、急峻な古城山
（金鶏山）の山頂部に築かれた大桑城
をマムシの斎藤道三が攻めあぐねていたところ、青波の餅屋の
ばあさんの助言により落城させることができたと伝えられてい
ます。以来、大桑と青波は集落同士の仲が悪いと言われていま
した。
（今は仲良く付き合っています。
）
そこで、大桑側、美山側から古城山に登山をし、山頂で大桑
城合戦の仲直りイベントを開催します。
今回の案内人は、風水に基づいて謎解きをするなど様々な視
点から地域を紹介し、昔から伝わる話をおもしろおかしくお伝
えする予定です。
開催日：10月26日
（日） 10：00〜15：00
集合場所：大桑椿野運動場
（老人ホーム椿野苑より300m）
定

員：30名

参加費：500円/人
（弁当代含む）
申込み：10月19日までに電話にて連絡をお願いします。
コース：二者択一とします。

１１：４５ 昼食準備、嚥下体操
１２：００ 昼食、休憩
１４：００ レクリエーション

◦健脚コース …約1時間
◦抜け道コース…約30分

１５：００ おやつ、レクリエーション
１６：３０ 各家庭に順次お送り

服

【問い合わせ】23-2030

担当

装：長袖、長ズボン、運動しやすい靴、帽子
【問い合わせ、申込み先】27-2139

長屋
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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

題字

青木

祐輔さん（伊自良南小）

〜山県市内で楽しくボランティア活動をする方を紹介するコーナーです〜

(谷合)

体… 61団体（1,835名）
人… 82名（平成26年9月1日現在）

福祉機器リサイクル
登録状況
【譲ります】
◦現在、登録はありません。
【譲ってください】
◦シャワーチェアー
◦滑り止めマット
◦車イス
◦電動ベッド

１台
１枚
１台
１台

サマー講座を開催しました

ボランティアリレー

野 米子さん

●団
●個

土田健二

お年寄りの集まれる場所になればとい
う思いで谷合に「喫茶店 なかま」を始め
られ、今年で8年目になるそうです。
そんな 野さんが喫茶店のお仕事の合
間にボランティア活動を始められたの
は、今までは皆さんに支えられてきたの
で、年をとる前になにかお役に立てれば
という思いからだそうです。
毎月2回、美山の構造改善センターで
開催される、「いきいきクラブ」でのボラ

市内の小学校3年生〜6年生、中学生を対象にサマー講座
を開催し
「ふくし」
について学び自分たちでできるボランティ
アを探しました。
高齢者、障がいのある方と交流し、みなさんの生活の一部
を知ることで、これからどの
ようなカタチでボランティア
として関わっていけるか、ど
んなボランティアをしていき
たいかなどを考えるきっかけ
となりました。
▲デイサービスで高齢者と交流

ンティア活動では、作ったコーヒーを差
し出すと、
「いつもおいしいわ」
「ありがとう」と言ってもらえることが
とても嬉しく、元気が出て、またがんばろうという気になるのだと笑顔
でお話してくださいました。
できるうちはボランティアを続けて皆さんのお役に立ちたいと話して
くださいました。
次回は、高見純子さんを紹介させていただきます。

（平成26年8月31日までの受付順）

●古切手、ベルマーク、テレカ、書き損じはがき

（受付順・敬称略）

・香村きみゑ ・小南理翔 ・松久久子 ・野々村建設株式会社
・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
・ミズタニバルブ工業株式会社 ・匿名
※古切手、ベルマーク、テレカ、書き損じはがきをご寄付下さい☆

〜第12回やまがた社会福祉大会〜
★ふれあい広場★

（10：00 ～ 13：00 ごろ

食品・授産製品販売
焼きそば、五目ごはん、五平もち、クッキー、パン

など

公民館駐車場）

共同募金・縁日コーナー
ヨーヨーすくい、お菓子のつかみどり、ポップコーン、わたがし
輪投げなど

※ふれあい広場のチケットが使えます。
※食品、授産製品の購入で、ビンゴカードプレゼント★

フリーマーケット
毎年大人気！

社協○×クイズ
社協（社会福祉協議会）ってどんなと
ころ？

お得な一品を見つ
けよう！

クイズに答えてビンゴカードをゲッ
トしよう！（受付：公民館ロビー）

ボランティア活動紹介ブース

市内で活躍中のボランティアさんに、実
際の活動内容を実演いただいています。
バルーンアートやマジック、マッサージな
ど楽しく、手軽に始められる内容盛りだく
さん！ボランティア募集情報もあるよ！

★福祉標語作品掲示★
公民館ロビーにて、応募された福祉標語を
掲示しています。
優秀作品の発表は、式典終了後、公民館ホー
ルにて行います。

脳を元気に！脳トレーニングコーナー
何と読むでしょうか？

～福祉大会連動バージョン～

NO

10

【ヒント】 答えはカタカナの文房具だよ！
【9月号の答え】 うんどうかい
答えがわかったら、ビンゴカード引換券に記入して、本部でビンゴカー
ドと引き換えよう！

大会の最後は
紅白餅まき！
公民館ホールにて（14時頃～）

第12回やまがた社会福祉大会

ビンゴカード引換券
脳トレの答え

イベント参加引換券
縁日コーナー、社協○×クイズ
に参加できます！
（ご家族の人数分引換えできます。
）

10：00から本部にて引き換え（先着100名様）

移動動物園
かわいい動物たちとふれあいが
できるよ！
（ウサギ、モルモット、ヒヨコ）

デイサービスセンター利用者 作品展示

本会デイサービスセンターの利用者が福祉大会のために作成し
た作品を公民館ロビーに掲示しています。

★ビンゴ大会★
1等

13：00～

公民館ホールにて

加湿空気清浄機
空くじなし、豪華賞品全9品！

ビンゴカード配布場所
◦ふれあい広場
（食品・授産製品販売コーナー）
◦ボランティア活動紹介ブース
（公民館ホール）
◦社協○×クイズ
（本部）
◦引換券を本部で交換（引換券１枚につき、ビンゴカード１枚）
たくさんカードをGETして、当選確率をUPさせよう!

職員募集【登録ヘルパー】
募集人数
勤務時間

若干名
ご都合の良い時間帯で
本会が必要とする時間
働けます。
（シフトにて明示）
時
給 1,020円～
・土日祝や時間外は割増・通勤手当や各種加算あり
・介護福祉士取得者は優遇
資格条件 ヘルパー2級以上、普通自動車免許
★土日祝日働ける方、大歓迎です。
★未経験、ブランクがあっても大丈夫!
支援方法など親切、丁寧に説明します。
★有休あります。
【問い合わせ】52-2800
（飯尾）

