
山県市社会福祉協議会
公式アカウント

令和元年 11月3日（日）
13：45〜16：45 （受付13：15〜）

美山中央公民館ホール （山県市岩佐1177-1）

講 師　武田 邦彦  氏 
　　　　 （中部大学教授） 出演番組：ホンマでっか！？TV、ゴゴスマ 等

演 題　『福祉は人の幸福に寄与するのか』
★手話通訳・優先席をご用意しております。
　本会職員による簡単な字幕もスクリーンにて流します。
　（本大会に関してのお問い合わせ…山県市社会福祉協議会   52-3010）

株式会社服部樹脂・ゴルフクラブBio・医療法人社団光成会鳥澤医院・中島清掃株式会社・髙富化学工業株式会社・
宇野クリニック・美山建設株式会社・サンライズネット株式会社・株式会社五角産業・障害者支援施設伊自良苑・社会
福祉法人同朋会生活の家桜美寮・ぎふ農業協同組合高富支店・ぎふ農業協同組合美山南支店・カズヒデ塗装・あし
たの会自然の家・株式会社ダイワテクノ・有限会社ミートショップミカド・株式会社衣笠製麺・株式会社佐野工務店・
キミドリ建築・株式会社中部合成・有限会社保険の岐阜北・株式会社美山金型・株式会社オンダ製作所・大一建設株
式会社・株式会社花村自動車・株式会社松野組・落合高興税理士事務所・株式会社早川鉄工所・株式会社忠南製作
所・株式会社吉田住設・ 岐阜・西濃医療センター岐北厚生病院 ・ミズタニバルブ工業株式会社・株式会社ミヤマ金属
工業・やまもと整形外科・山県市商工会・株式会社山田養鶏・株式会社山口製作所・社会福祉法人同朋会養護老人ホー
ム美山荘・介護老人保健施設山県グリーンポート・合資会社イング・喫茶フィッシング・大東化工株式会社伊自良工場・
山口アルミ・山口実業株式会社・有限会社村瀬建設・ふとんの富久屋・有限会社きずなの里みやまの里・株式会社美
濃電工社・社会福祉法人同朋会椿野苑・加藤印刷・有限会社武藤ファーム・寝具のまる元・早川クリニック・梅田建
設株式会社・株式会社TFFひなたぼっこ園・にのみやクリニック・株式会社レナンミツアキ・創文堂事務機株式会社・
四季の家工房・株式会社マルキ・株式会社矢島クリエイト・株式会社岐工建設・美山交通・マルタ・株式会社ペンギ
ンYG・株式会社HTKライフ WSBバイオ・匿名1件 （順不同・敬称略）  

～協賛企業のご紹介～
福祉大会開催にあたり多くの企業様にご協力をいただき、ありがとうございました。

（令和元年9月10日までにお申し込みいただいた企業様を掲載しております。）

スケジュール
13：15～ 受　付

13：45～
式　典（来賓祝辞、表彰等）

休　憩
講演会 ※途中入場はできません

※天候等により、時間・内容等
を変更する場合があります。

この広報誌は
共同募金配分金により
作成しています。

R256 至高富

コメリ

駐車場

駐車場

会場

会場・駐車場 当日は席に限りがございます。
事前に往復ハガキでの申し込みをお願いい
たします。裏表紙をご覧ください。
申し込まれた方へ当日入場券となるハガキを返送いたします。
ハガキの書き方・注意事項は最後のページでご確認ください！

※駐車場に限りがございますので、なるべく乗り合わ
せてご来場ください。

令和元年10月1日 発行  第154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　F さん（徳永）

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

社会福祉法人山県市社会福祉協議会
TEL（0581）52-3010   FAX（0581）52-2941
岐阜県山県市岩佐1177番地1
E-mail：info@y-shakyo.or.jp
ホームページアドレス：http://www.y-shakyo.or.jp/

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

～あなたの手からこころから～
第17回  やまがた社会福祉大会
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じぶんの町を良くするしくみ。

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。
令和元年度山県市目標額
赤い羽根募金	 4,038,000円
歳末助け合い募金	 1,120,000円

【赤い羽根募金の使いみち】
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。

日にち 時　間 場　所

10/5（土） 10:00〜11:30 ザ・ビッグ タチヤ 平和堂

10/6（日） 10:00〜11:30 てんこもり
バロー
高富店

マルキ

【街頭募金の日程】 募金する 地域が繋がる活用される

デイサービスセンター ふれあい
〜住み慣れた地域で安心した生活を継続するために〜

あなたが見つけた
“山県市のここが素敵”な

写真を大募集！！
　市内にある素敵なもの・風景などの写真を募集します。
応募された写真の中から数枚、山県市社協カレンダーや
社協だより等に使用します。

当事業所は開設当時より、地域に根差した介護サービスの実施を目指し事業を継続してきました。平成29年度からは、
ご自宅での生活に向けた取り組みとして理学療法士による個別機能訓練を実施し、介護予防・介護度の維持や向上に
取り組んでいます。今後も地域の介護・福祉課題を把握しながら事業を継続していきます。

職員間での情報共有の
効率化、快適にご利用し
て頂くためにインカムを
導入しサービスの質の向
上を図っています。

「超音波浴」では、関節
の深いところやインナー
マッスルなどの温度を上
昇させ、筋肉や関節の痛
みを軽減させてくれます。

【 募集要項 】
撮影構図　縦もしくは横
撮影方法　デジタルカメラ・一眼レフカメラ、スマートフォンで撮影したもの
　　　　　※他のコンテスト等で過去に入賞した作品は応募できません。
　　　　　※応募された写真データは、他事業等に使用することはありません。
応募方法　ひとり3点まで。データで受付（プリントしたものは受付ません）。
送 信 先　  community@y-shakyo.or.jp　SNSでも応募可。
締　　切　随時募集

運動を中心としたレクリエーションを
実施し身体機能の維持や向上を図ります

ご自宅を訪問し、一人ひとり
に合わせた個別機能訓練を
計画・実施させて頂きます。

ご自宅での自主練習なども
ご提案させて頂いています。

訓練道具も
充実しています。

温かいお声かけと笑顔に心がけます。
看護師が日々の体調管理の
お手伝いをさせて頂きます。



令和元年
10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.154

●団 体…67団体 （1,801名）
●個 人…68名（令和元年8月31日現在）題字　谷田貝りよ子 さん（神崎）

　　　　　　　親子で学ぼう！認知症と防災について
　認知症の高齢者の方とのかかわり方を、グループになって話し合い、
寸劇を通して発表しました。デイサービスの食事体験では、デイサービス
を利用している方が実際に食べている高齢者に配慮された食事をいただ
きました。
　防災施設マップを活用した防災講義では、堤防の模型に実際に水を流
し堤防がどのような役割を果たしているのかなどを学ぶことができました。

7月29日（月）

8月22日（木）

子どもボランティアクラブ
活動報告

　（令和元年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）

・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
・佐伯清栄　・日比野愛美　・早矢仕昌子
・世界心道教高富教会　・匿名２件

ありがとう
ハート

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は、地域福祉事業等に活用させていただきます。

〈敬称略〉
◦ 小川清彦 ……… 子供用高イス
◦ 長野利治 ………… 電動ベッド

◦ 匿名 …………………… オムツ
◦ 匿名 ……… ポータブルトイレ

福祉・育児用具
ゆずりあい登録状況

チャイルドシート：1台　4点杖：1本

　電動ベッド、車いす、杖、ベビーカー、
チャイルドシート等の不要になった福
祉・育児用具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（ 52-3010）までご
連絡ください。

譲ります

譲ってください

　囲碁・将棋・マージャン・オセロがお好きな方、得意な方はいらっしゃいま
せんか。
　いきいきつどいクラブにおいて、上記ゲームを利用される方の対戦相
手のボランティアさんを募集しています。ご興味がある方は連絡下さい。

【問合せ】  52-3010  FAX 52-2941   community@y-shakyo.or.jp

日　　時：令和元年12月6日（金）
場　　所：不二羽島文化センター
　　　　　（羽島市竹鼻町丸の内6丁目7番地
　　　　　　  058-393-2231）
問合せ先：山県市社会福祉協議会
　　　　　（  52-3010　FAX 52-2941）

※山県市社会福祉協議会（岩佐1177-1）より
10時00分にマイクロバスが出ますので、
乗車希望の方は申込時にお伝えください。
定員が25名までとなります。

　会場に行く道中で昼食を取ります。（昼食
代は各自でご精算ください）

　少子高齢化、子どもの貧困、頻発する災害など、さまざまな分野でボラ
ンティアや市民活動への期待がますます高まっていますが、ボランティア
の高齢化や担い手の不足などの課題を抱えています。平成から令和にとい
う一つの節目を迎え、ボランティア・市民活動を振り返り、これからの新
しいボランティアのあり方を考えることを目的としたフェスティバルを開
催します。ご興味がございましたら、是非ともご参加ください。

大型運転免許をお持ちの方、資格を活かして空いている時間に
ボランティアをしてみませんか？ご興味がある方はぜひご連絡ください。

【内　容】
　大型車（トヨタ　コースター　25名乗り）の運転
　◦頻度：年に数回
　◦時間：数時間から1日  ※県外への運転もありますが、いずれも日帰り

★必要資格は大型免許、中型免許
　※中型運転免許の場合、「8tに限る」は対象外となります
★本会の要綱に基づき75歳以下の方

【問合せ】　山県市社会福祉協議会　地域福祉係　 52-3010

いきいきつどいクラブの
ボランティア大募集！！

マイクロバスの運転ボランティアを
募集しています 

岐阜県ボランティア・
市民活動フェスティバル２０１９に
参加しませんか？

〈内　容〉
◦12時00分〜12時30分 受付
◦12時30分〜12時50分 開会
◦13時00分〜14時00分 講演 「いっしょにやる、ということ」
　 NPO法人日本ボランティアコーディネーター協会　理事・運営委員
　 九州大学大学院　統合新領域学府　客員准教授　　加留部　貴行氏
◦14時15分〜16時00分 第1分科会 「誰もが住みやすい地域を目指して〜支援の輪を広げよう〜」
　 第2分科会 「居場所を失くした子どもたち〜子ども支援の現場から〜」
 第3分科会 「いま  私たちにできること〜災害時の助け合いから普段の福祉活動〜」
 第4分科会 「より良いボランティア活動をめざして
 　　　　　　〜アサーティブコミュニケーションを学ぶ〜」
　 ※分科会は申込時にお一つ選んでいただき、参加していただきます。

◦16時00分 閉会

　　　　　　　山県グリーンポート見学、車いす体験
　伊自良にある介護老人保健施設グリーンポートで、入所している方
の暮らしや、施設で働く様々な専門職
の役割について学ぶことができました。
　また、山県グリーンポートで実際に使
用している車いすや歩行器などの使い方
を教わりました。
　子どもボランティアクラブの参加者は
随時募集しています。詳細は山県市社会
福祉協議会までお問い合わせください。



第17回  やまがた社会福祉大会 申し込み方法

往復ハガキの往信面に
①参加希望者全員の氏名 （3名まで）
②代表者電話番号
③代表者住所　を明記し、
〒501-2259　山県市岩佐1177-1 
山県市社会福祉協議会 宛にお送りください。

〈10月18日（金）消印有効〉

【注意事項】
・往復ハガキ以外の申し込みは受け付けません。

申し込みがなく来場された場合、当日の残席分
のみのご案内となります。

・ハガキ1通につき3名までの申し込みとなります。
・応募多数の場合は抽選となります。
・切手の料金不足の場合は受付できません。
　（10月より郵便料金が値上がりしましたのでご注意を）

【往復ハガキでの申し込み方法】
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①参加者名1
　参加者名2
　参加者名3

②代表者電話番号
③代表者住所

を明記

返信面

記入する場所の
間違えが無いよう
お願いします！

職員急募

①山県　太郎
　山県　次郎
　山県　花子

②52-○○△△

③山県市●●□□

返信面の記入例

手続き：履歴書持参のうえ面接 問合せ先：  52-2800 （担当）飯尾

デイサービス送迎運転手

募集人員：2名
要　　件：普通自動車免許
勤 務 地：デイサービスふれあい（山県市高木）
　　　　　デイサービスやすらぎ（山県市岩佐）
勤務時間：午前8時00分から午前10時00分までの2時間程度
　　　　　午後4時00分から午後6時00分までの2時間程度 
　　　　　※送迎コースによっては時間相違あり
時　　給：1,050円

介護職員  勤務形態相談に応じます。

◦デイサービスもしくはショートステイ 
勤務時間：午前8時30分〜午後5時30分のうち必要な時間
　　　　　※送迎がある場合は午前8時00分より
　　　　　常勤、非常勤、勤務時間帯については要相談
時　　給：ヘルパー2級・初任者以上 940円〜
　　　　　介護福祉士 1,090円
　　　　　※土日祝日は加算がつきます

◦ショートステイ夜勤専門
勤務時間：午後4時00分〜午前9時00分
賃　　金：ヘルパー2級・初任者 21,040円/回
　　　　　介護福祉士 23,440円/回
　　　　　※休日手当あります

朝だけ、夕方だけでも可
普通自動車免許でできます！

送迎時には介助員等が添乗

ホームヘルパーも
募集中

交通費支給・有給休暇あります！

10月 11月…いきいきつどいクラブ開館日

日 月 火 水 木 金 土
1

運動会
2
体操

3 4
体操

5

6 7 8
体操

9
運動会

10 11 12

13 14
祝日

15
体操

16
体操

17 18
運動会

19

20 21 22
祝日

23 24 25
卓球バレー

26

27 28 29 30
演奏会

31

日 月 火 水 木 金 土
1 2

3
やまがた
社会福祉
大会

4
祝日

5 6 7 8
体操

9

10 11 12
体操

13
体操

14 15
卓球バレー
体操

16

17 18 19 20 21 22 23
祝日

24 25 26 27
体操

28 29 30

いきいきつどいクラブ 実施カレンダー （火・水・金）

　いきいきつどいクラブでは、輪投げ、階段の上
り下り、ボール体操などをいっぱいチャレンジし
てマメー（クラブ内で使える通貨）を集めます。マ
メーはカラオケやお出かけツアーの参加等に利用
することができます。
　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、お気軽にご参加ください。

開　館  火・水・金曜　10:00〜15:00
 （祝日、年末年始除く）

利用料  200円／1日

内　容  喫茶、健康体操、買い物など

【問合せ】 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。


	山県市社恊だより19-10月号（154号[01]
	山県市社恊だより19-10月号（154号[02]
	山県市社恊だより19-10月号（154号[03]
	山県市社恊だより19-10月号（154号[04]



