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「いきいきつどいクラブ」の様子



実施事業とその財源

●地域貢献事業
【高齢者福祉事業】

ぬくもりの家（宅老所）
つどいの場、いきいきクラブ

（介護予防、交流の場、買い物支援）
まもリズム（見守りセンサー設置）

【児童青少年事業】
子どもの学習支援 

左記、デイサービス等の
介護保険事業収益を財源
に「地域貢献事業」を実施

●居宅介護支援事業
介護相談、ケアプランの作成

●訪問介護事業
ホームヘルパーによる身体介護、生活援助

●訪問入浴事業
簡易浴槽による入浴の援助

地域福祉を推進する事業

介護保険事業

●法人運営事業
【地域福祉事業】

小地域ネットワーク活動の推進
ふれあいサロン支援事業　他

【高齢者福祉事業】
ほほえみ冊子、ふれあい弁当、
おせち料理の配付

【児童青少年、福祉教育事業】
出生・入学お祝い事業、
福祉活動推進校の助成

【障害者福祉事業】
福祉車両貸出、
福祉機器貸出・リサイクル　他

【相談事業】
福祉総合相談（出張相談、訪問相談）
生活困窮者支援

【ボランティア推進事業】
ボランティア講座、ボランティアスクール、
ボランティア活動助成

●福祉サービス利用援助事業

●病児保育事業

財源：社協会費、共同募金配分金
　　　寄付金、補助金、助成金、介護保険事業の収益 

財源：介護報酬、利用料、受託金

●通所介護事業
デイサービスでの生活援助、機能訓練

●ショートステイ事業
福祉施設で、短期間の日常生活援助

収 

益
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平成30年度山県市社会福祉協議会事業方針（抜粋）

▪平成30年度 山県市社会福祉協議会資金収支予算▪
（単位：千円）

収　　入 支　　出
会費収入 5,356 人件費支出 52,080 
寄付金収入 501 事業費支出 9,389 
補助金収入 36,935 事務費支出 10,896 
受託金収入 644 貸付事業支出 60
事業収入 3,966 共同募金配分金事業費 4,396 
貸付事業収入 60 助成金支出 440 
利息収入 49 負担金支出 17 
その他の収入 575 流動資産評価損等 1
その他活動による収入

（公的福祉事業の収益等） 29,861 施設整備、
その他活動による支出 13,902 

予備費 412  
公的福祉事業より充当 13,646 公的福祉事業より充当   

合　計 91,593 合　計 91,593

一般福祉事業収支予算

（単位：千円）

収　　入 支　　出
補助金収入 1 人件費支出 243,557 
受託金収入 2,721 事業費支出 37,869 
介護保険収入 334,475 事務費支出 18,286 
障害福祉サービス等事業収入 5,730 その他の支出 535
利息収入 348 施設整備、その他活動による支出 55,043 
その他の収入 3,370 予備費 2,509 
施設整備、その他活動による収入 25,620 

繰越金（一般福祉事業に充当） 14,466

合　計 372,265 合　計 372,265 

公的福祉事業収支予算

　少子高齢化、生活形態の多様化、そして、地域社会の変化によって地域における課題は多様化、複雑
化しています。これらの課題は、縦割りの制度に副ったサービスでは解決することは困難で、行政サー
ビスに頼るのではなく、地域住民が、他人事ではなく自分の問題「我が事」と捉え、地域ぐるみ「丸ごと」
で考え取り組んでいかなければならない時代になってきたといえます。
　山県市社会福祉協議会としては、積極的に地域に出向き、地域の情報把握に努めるとともに支援を必
要としている人へ必要な情報提供を積極的に行い、課題が深刻化する前に必要なサービス、支援等に繋
ぐことに努めていきます。地域の福祉活動の取り組みの基本は居場所づくりという考え方もあり、地域
における居場所づくりを積極的に支援していきます。また、本会独自の事業として、地域住民の力を借
りつつ一緒になって社会的参加の機会になる居場所づくりの事業も実施していきます。 
　介護保険事業においては、介護保険サービスを利用する高齢者も地域住民の一人と捉え、その人らし
く住み慣れた地域（在宅）で生活し続けられるための自立支援を積極的に行っていきます。
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ほほえみのつどい開催のご案内

【開催予定日程】
地　区 日にち 時　間 場　所

伊自良 7月5日（木）

9:45〜13:00 
（昼食有り）

伊自良老人福祉センター

桜尾・大桑 7月12日（木） 大桑公民館（多目的センター）

富　岡 9月6日（木） 保健福祉ふれあいセンター

美　山 9月20日（木） 北武芸公民館（美山構造改善センター） 

高　富 10月4日（木） 高富公民館

▲昨年度開催の様子

今年度も各地区で「ほほえみのつどい」を開催します。 
市内在住のおおむね70歳以上の方であればどなたでもご参加いただけますので、

ぜひご参加ください。 

　参加者のみなさんとの交流や楽しい催し物、ボランティアさん手作りの
おいしいお昼ごはん（200円）をご用意します。
　さらに、可愛らしい幼稚園・保育園の園児さんとの交流もあります。

“ほほえみのつどい”とは…

【対 象 者】
市内在住のおおむね70歳以上の方 

【申込方法】
お住まいの担当民生委員、もしくは山県市社会福祉協議会

［電話52-3010］までお申込みください。
※各地区の開催日の前月までにお申込みください。
※送迎バスを運行いたしますので、バス利用希望の方は、
できるだけお早めにお申込みください。

◆喫茶ボランティア
　美山老人福祉センター内「いきいきつどいクラブ」に
おいて喫茶サービスのお手伝いをしていただきます。
利用者さんと楽しくお話ししながら活動できます。

◆子ども対象事業ボランティア
　子どもボランティアクラブのサポートや、今後実
施を予定している学習支援ボランティア（小学生の宿
題を見てあげる等）を募集しています。

◆傾聴ボランティア
　デイサービスやショートステイにおいて利用者
さんのお話をきいていただきます。

◆マイクロバス運転ボランティア
　25名乗りマイクロバス（トヨタコースター）の運
転ボランティアです。高齢者事業の外出時等に随
時活動していただきます。大型免許をお持ちの方
はぜひご協力をお願いいたします。

各種ボランティアさん大募集!!

問い合わせ　山県市社会福祉協議会地域福祉係　電話52-3010

★会場はすべて1階か
　エレベーターがある建物です。

社協事業にご協力いただけるボランティアさんを随時募集しています。 
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住民みんなが主役！福祉のまちづくり
戦死六萬墓
　再来年の大河ドラマの主人公に明智光秀が登場する事は、 皆様方はすでに
ご承知であると思いますが、光秀公が眠る桔梗塚が山県市中洞にある事を
どれだけの方がご存知でしょうか？
　ドラマより一足お先に訪ねられては如何！
　今回のご案内は、本能寺の変から40年前の天文11年（1542年）に起きた大
桑城の戦いで亡くなった武士たちの慰霊碑『戦死六萬墓』についてです。
　慰霊碑は南泉寺初代住職仁岫和尚によって建てられ『生死軍中機各雄　直将利剣截春風　頭々何物不
真境　水自緑兮花自紅　天文十一年仲秋二十三日』
　『生死を分ける激しい戦いで、多くの武士は剣を持って切り合った。 誰の頭か分からないが、多く散
らばっていて清らかでないが、水は青く、花は紅く、自然は変わらない』と記してある、仁岫和尚が嘆
いたこの惨状が、この戦から480年後の今も世界のどこかで起きています。 
　石碑の前で世界の平和を願い、安らかな暮らしを念じ　合掌 大桑の魅力PR会

▲六萬墓石碑 山県市大桑栢野地区

福祉機器リサイクル登録状況
【譲ります】
・シルバーカー　1台

【譲ってください】
電動ベッド、車いす、杖、スロー
プ等の不要になった福祉機器を随
時募集しています。
お譲りいただける方は、山県市社
会福祉協議会（電話52-3010）ま
でご連絡ください。

横のカギ
①原材料に虫を使っている物

もあります
②簡単に変化したり相手に

よっては通じなかったりす
るけど、伝達の基本

④手紙の単位

縦のカギ
③ナイトライダーで大活躍
⑤上がったり下がったり

脳を元気に！ 
脳トレーニングコーナー

1 3 5

4 4

2

　今年度は社協職員と民生委員で市内すべてのふ
れあいサロンに訪問をおこないます。
　この訪問では、ふれあいサロンがどのような活
動をしているのか、地域での困りごとはな
いかなどを把握していきます。また、お話
をするだけでなく、みなさんと一緒に介護
予防体操や脳トレもして、楽しい時間を過
ごしましょう！

ふれあいサロン訪問
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平成30年
6月1日発行

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

NO.146

●団体… 60団体（1,792名）
●個人… 1,900名（平成30年4月27日現在）題字　安藤華花さん（山県高校3年生）

●古切手、ベルマーク、テレカ、書き損じハガキ（受付順・敬称略）

・特別養護老人ホーム椿野苑　・同朋会在宅介護支援センター　・はなぞの北幼稚園　・鷲見博信司法書士事務所
・北村宗近　・山県市役所総務課　・世界心道教高富協会　・ゴルフクラブBIO　・（株）美山金型　・早矢仕昌子
・匿名６件

ありがとうハート （平成30年4月30日までの受付順）

ボランティアリレー� 〜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〜

　現在は伊自良のボランティア団体のしゃくなげに所属し、福祉施設等
で喫茶の手伝いや、お茶出し、施設のイベントのお手伝いをされています。
　ボランティアは7年前、自身が主任児童委員になった時に同じ民生委
員の方に誘われたことがきっかけになり活動を始めたそうです。
　活動をとおして手を握って利用者さんに「ありがとう」と言ってもらえ、
みなさんとお話しできることが楽しい。自分が何かの役に立つと知り新
たな発見ができたと笑顔でお話しして下さいました。

佐村 志奈子さん（伊自良）

ボランティアに参加し、たくさんの発見や喜び、充実を感じてみませんか？
対　　象：市内の小学3〜6年生、中学生、高校生
日　　時：7月〜3月の土日、午前もしくは午後を予定しています。
活動内容：募金活動、サロンでの交流、施設ボランティア　等
　　　　　7月に年間計画を立て、参加者の皆さんで活動内容を決め、 

活動していきます。
定　　員：20名程度　申し込みが多数の場合は抽選
申し込み：6月上旬に各学校に申し込み用紙を配布しますので、記入し、

学校に提出して下さい。本会でも可。
申し込み期限：平成30年6月29日（金）まで

子どもボランティアクラブ

メンバー募集!!
土日で活動できる

ボランティアクラブが
あるよ!! 
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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〉

◦山県市立美山小学校…… 37,400円
◦ゴルフクラブBIO ……… 24,516円
◦岐阜信用金庫業務推進部内
　ぎふしん愛の募金……… 20,000円
◦匿名……………………… 20,000円
◦匿名……………………… 紙オムツ

　食事をして「おいしい」と思うのはどんなときでしょうか？
　舌には、味を感じる味蕾（みらい）というものがあり、甘味、酸
味、塩味、苦味、うま味など様々な味を感じることができます。
　しかし、その味蕾は年齢とともに子どもの頃の50〜70％に減
少します。塩味を感じにくくなったり、食べられなかった苦いも
のが食べられるようになったりするのも、それが理由のひとつと
いわれています。
　そこで大切になるのが食べる環境づくりです。お腹が空いてい
るときに食べることや、食品にあった温度で（煮物や汁物は温か
く、おひたしやデザートは冷たく）食べること、匂い、誰と食べ
るかによってもおいしさは変化します。季節のものをとりいれる、
新しい味付けに挑戦してみるなど、いつもと違う一工夫をぜひ食
卓に加えてみて下さい！

栄養士のおはなし
新コーナー！！

無料
託児あり平成30年度 保育士試験合格者のための研修

問い合わせ先 岐阜県保育研究協議会　事務局　森
〒500-8385 岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉農業会館3階
TEL：058-273-1111（内線：2517）　FAX：058-275-4888

申し込み方法、不明点、ご質問等お気軽にお問
い合わせください。この研修は岐阜県の委託を
受け岐阜県保育研究協議会が開催しております。

対象・費用
保育士試験合格者で保育園等での就職を希望されている方　参加費無料
※前期・後期の2日間コースとなります。（どちらか一方の参加も可）　※託児を希望する方はご相談ください。

◉保育士に合格したけれど、実務経験がない方
◉保育園等での就職前に、現場ですぐに役立つ実践力を身に付けたい方

そんな方を対象に、実践研修を実施します！ぜひ、この機会にご参加ください！

9:00〜 受付
9:30〜 講義
 【保育基礎研修】新保育指針や最新の保育事情
 【職業能力基礎研修】園長先生より
10:15〜 実技
 【実践研修】各クラスに分かれての保育実習
12:00〜 ふり返り、質疑応答、求職登録、
 個別相談等（希望者）

【前期日程】
地 区 日にち 場 所

岐阜

9月20日（木） ひきえ子ども園（岐阜市）

9月25日（火） 蘇原保育所（各務原市）

9月27日（木） 岐南さくら保育園（岐南町）

中濃 9月26日（水） 古井第一保育園（美濃加茂市）

東濃 10月2日（火） さくら保育園（中津川市）

12:00〜 受付
12:30〜 講義
 【保育基礎研修】新保育指針や最新の保育事情
 【職業能力基礎研修】園長先生より
13:30〜 実技
 【実践研修】遊び等子どもと関わる
15:00〜 ふり返り、質疑応答、求職登録、
 個別相談等（希望者）

【後期日程】
地 区 日にち 場 所

岐阜

1月29日（火） ひきえ子ども園（岐阜市）

2月7日（木） 蘇原保育所（各務原市）

1月30日（水） 岐南さくら保育園（岐南町）

中濃 2月6日（水） 古井第一保育園（美濃加茂市）

東濃 2月5日（火） 坂本さくら保育園（中津川市）
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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

●相談日のお知らせ （つなぎとあわせ号出張相談）
日時・場所 	 6月20日（水）13:30～14:30　伊自良出張相談は伊自良老人福祉センター	

内 　 容 	 社会福祉協議会の職員による出張相談で、100円喫茶もあります。（電話相談・来
所相談もお受けいたします。）	 暮らしの中で困っていることがありましたら、お気
軽にご相談ください。場合によっては司法書士を紹介することもできます。

【お問い合わせ】電話	52─3010

●いきいきつどいクラブ （つどいの場）
　いきいきつどいクラブ（美山老人福祉センター内）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。無料送迎バス（美山地域）も運行していますので、お気軽にご来館く
ださい。

開 　 館 	 火・水・金曜（祝日、年末年始除く）　	10:00～15:00

内 　 容 	 100円喫茶、カラオケ（無料）、健康体操、買い物など
【お問い合わせ】電話	52─3010
※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ご連絡ください。

6月

7月

…いきいきつどいクラブ開館日
日 月 火 水 木 金 土

1
（健康体操）

2

3 4 5
梅原懇談会 

6 7 8
美山小校区 懇談会

9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20
（健康体操）

21 22 23

24 25 26
（健康体操）

27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

（健康体操）
5

伊自良
ほほえみのつどい

6 7

8 9 10 11 12
桜尾・大桑

ほほえみのつどい

13 14

15 16
海の日

17 18 19 20 21

22 23 24
（健康体操）

25 26 27
（健康体操）

28

29 30 31
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