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【法人理念】　ともに生き  ともに尊び  ともに支え  ともに築く

令和２年12月１日 発行  第161号

新型コロナウイルス感染拡大により、多くの制約があっても、
いきいきつどいクラブで活動される方々の笑顔やつながりは変わらず素敵なままでした！



  表彰の部
　民生委員児童委員、主任児童委員功労
　　二羽　佳昭

　社会福祉関係役職員功労　村橋　祥子

　社会福祉事業活動功労（個人）
　　石神　金雄 ／ 松田としみ ／ 棚橋　　豊 ／ 松井　鈴子 ／ 藤田　明子 ／ 土井　定子
　　舩戸喜代美 ／ 大野三千子 ／ 影山　いく ／ 平野　浜枝

　社会福祉事業活動功労（団体）　赤尾５号団体

　社会福祉事業協力　玉井土木株式会社

  感謝の部
　高額寄付
　　株式会社十六銀行 法人営業部 ／ 鈴木　美子

　賛助会員継続協力
　　日比野製材株式会社 ／ 株式会社丸山建設 ／ 落合高興税理士事務所 ／ ヨツハシ株式会社

　特別会員継続協力
　　長野　美幸 ／ 中村八千代 ／ 三島　雅春

◆被表彰者のみなさま（順不同・敬称略）◆
～長年、地域福祉の向上にご尽力いただいた方々の紹介～

岐阜県社会福祉協議会会長表彰
◆社会福祉施設役職員　　　藏園　　契 ／ 高木　太貴 ／ 上野　　恵 ／ 川島　悌裕
◆社会福祉協議会役職員　　武藤　嘉邦 ／ 村瀬眞理子 ／ 田上　　隆 ／ 宇野千恵子 ／ 梅田　幸子
◆福祉団体役職員　　　　　辻　　岩根 ／ 広瀬　武宜 ／ 宮川　　勉 ／ 長屋　　稔 ／ 玉井　　亨
◆協力援助者（感謝）　　　　大西シオ子 ／ 古本　絹子 ／ 土井　百恵 ／ 福井千代子 
◆協力援助団体　　　　　　佐野民謡

岐阜県共同募金会会長表彰
◆役員表彰　　　　　　　　武藤　嘉邦 ／ 村瀬眞理子
◆優良民間奉仕者及び団体　山県市立伊自良保育園

全国社会福祉協議会会長表彰
◆社会福祉施設役職員　　　芦田　英二（生活の家桜美寮副施設長）

今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響
により、「やまがた社会福祉大会」を中止いた
しました。そのため、本大会で表彰を予定し
ておりました被表彰者の表彰状につきまして
は、個別にて配布させていただきます。
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　この度は、山県市社会福祉協議会が実施する新型コロナウイルス対策寄付金をいただき誠
にありがとうございます。寄付金は、フードバンク事業等の新型コロナウイルス対策支援事
業のために活用させていただきます。

新型コロナウイルス対策支援事業の寄付金
寄付金額  591,000円（66件） 11/6現在

9月10日〜11月6日 四季の家工房、寿住建（株）、やまもと整形外科、（資）イング、村
瀬定子、（株）矢島クリエイト、ふかせ調剤薬局、ぎふ農業協同組合美山南支店、ゴル
フクラブＢｉO、（株）岐工建設、（有）武藤ファーム、（株）HTKライフWSBバイオ、（株）
原田鉄工、（株）ウェイブ、（有）藤後鉄工、（有）ハシエダ養豚、（株）ダイワテクノ、（株）
岐北ホーム、（有）美山運輸、（株）髙富運輸、（株）三建エンジニアリング、（株）三洋組、
加藤印刷、（株）マルエイ、山田建築、（有）丸旭製材、めぃぷる、恩田工業（株）、あし
たの会自然の家、（株）佐野工務店、（株）中部合成、玉井土木（株）、（有）笹倉屋、（株）
東海化成工業所、（株）ペンギンYG、（株）オンダ製作所、（株）インフォファーム、（株）
服部樹脂、キミドリ建築、（有）佐野養豚、匿名3件
（11/6現在、申し込み提出及び入金済みの方を掲載しております。敬称略　順不同）

新型コロナウイルス対策支援事業の寄付金ご協力者

　新型コロナウイルスの影響を受け、一時的に生活が困窮している世
帯やひとり親世帯を対象に、本年6月からフードバンク事業を実施して
います。お陰をもちまして、多くの市民の皆様
や企業様からの寄付や食料の提供をいただ
き、定期的に食料をお届けできるようになり
ました。今後も皆様の助け合いの気持ちを大
切にしながら食料支援を行っていきますので、
ご協力のほどよろしくお願いいたします！

玄米（生産から２年以内のもの）・乾物・お
菓子などを募集しております。現在《レト
ルト食品（カレー、合わせ調味料、パスタ
ソースなど）》を特に募集していますので、
ぜひご協力いただけましたら幸いです。

食料を随時募集しております
フードバンク事業にて食品をご提供くださった
方々を紹介いたします。（敬称略）
山内文夫、福井千代子、福井一徳、
自然農法普及会いもいもの会、伊藤知子、
農事組合法人桜尾生産組合、匿名7名

〜もったいないをありがとうに〜

全国フードバンク
応援キャンペーンで
購入した備蓄庫で、
いただいた玄米等を

保管しています。

フードバンク事業を行っています
あたたかいお気持ちありがとうございます
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一般会費　1口 500円

　令和2年度社会福祉協議会会費は、下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。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。

5,120,000円
（内訳）	一般会費	 3,736,000円
	 特別会費	 329,000円
	 賛助会費	 1,055,000円

社協会費のご協力ありがとうございました
令和2年4/1～11/6までのご協力分

地区名 世帯数（世帯） 金額（円） 地区名 世帯数（世帯） 金額（円）
高　富 1,910 955,000 北　山 96 48,000
富　岡 1,630 815,000 葛　原 240 120,000
梅　原 376 188,000 谷　合 186 93,000
桜　尾 411 205,500 北武芸 250 125,000
大　桑 335 167,500 乾 258 129,000
伊自良北 268 134,000 富　波 321 160,500
伊自良南 541 270,500 西武芸 650 325,000

合　計 7,472 3,736,000

〈一般会費地区別〉	

10口 三島　雅春 3口 1名 1口 93名
5口 宮崎　聖祥 2口 4名

特別会費　個人1口 1,000円（順不同 敬称略） 7/10～11/6でご協力された特別会員を掲載しております
（119,000円）

賛助会費　1口 5,000円（敬称略 順不同）

4口 （株）レナンミツアキ
2口 梅田建設（株） （株）マルキ かなの里
1口 大一建設（株） （株）TFFひなたぼっこ園 （農）桜尾生産組合法人

（株）五角産業 （有）やまわき ふかせ調剤薬局
日本環境クリーン（株）

9/8～11/6でご協力された賛助会員を掲載しております
（85,000円）

マイクロバス（トヨタコースター）貸出事業を、令和２年11月30
日をもちまして、終了いたしました。利用された皆様、運転に
ご協力くださった皆様、本当にありがとうございました！
※マイクロバス貸出事業終了に伴い、8ページに「マイクロバス等レンタル料助成
金について」を掲載しておりますのでそちらもご覧ください。

最後の洗車すがた

ありがとう、コースター、
さようなら、コースター。

さようならコースター ～マイクロバス貸出事業終了のお知らせ～
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その他のご協力については、2月号に掲載させて
いただきます。（順不同・敬称略）

【市内保育園・幼稚園募金】
大桜保育園………………………… 6,577円
梅原保育園………………………… 3,817円
はなぞの北幼稚園…………………19,195円
高富保育園………………………… 3,543円
富波保育園………………………… 1,228円
富岡保育園………………………… 4,289円
伊自良保育園……………………… 3,633円
みやま保育園……………………… 1,360円

【街頭募金】
ザ・ビッグエクストラ山県店…… 9,508円
てんこもり伊自良………………… 9,745円
バロー高富店……………………… 3,429円
平和堂高富店……………………… 6,795円
ふれあいバザール………………… 4,076円
Ｖ・ドラッグ高富北店…………… 3,765円
マルキ……………………………… 8,567円

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。

日にち 募金会場 活動時間

12/19（土）
V・ドラッグ高富北店 10:00〜11:30

ふれあいバザール 10:00〜11:30

12/20（日）
平和堂高富店 10:00〜11:30

バロー高富店 10:00〜11:30

ザ・ビッグエクストラ山県店 10:00〜11:30

てんこもり伊自良   9:00〜12:00

マルキ 10:00〜11:30

　10月1日からはじまりました赤い羽根共同募金は、みなさまのあたたかい気持ちによりたくさんの
募金が集まっています。ご協力ありがとうございました。12月1日からは新たな年を迎える時期に支
援を必要としている方々のために使われる、「歳末たすけあい募金活動」がはじまります。今年は、例
年とは違った形の活動となりますが、感染予防対策を徹底したうえで、下記の日程で街頭募金をおこ
ないますのでご協力お願いいたします。

※てんこもり伊自良のみ実施時間が異なります。

「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
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7年間ショートステイあさひを
ご利用いただきありがとうございました

　ショートステイあさひは平成26年度より、単独ユニット型施設として開所しまし
た。地域の皆様に喜ばれる施設を目指し、サービスの充実に努めて参りましたが、こ
の度、令和3年3月末をもちまして、あさひを閉所させて頂く運びとなりました。皆
様には大変なご迷惑をおかけし申し訳ありませんが、最後まで職員一同真心を込めて、
利用者様、ご家族様にやすらぎの時間を提供できるよう精一杯サービスの向上に努め
て参ります。

地域の皆様にもご活用頂ける
広々とした多目的ホール

移転先であるショートステイあさひの外観

　あさひ閉所後は、デイサービスふれあいを移転するとともに、新しい介護予防事業を展開し
ていく予定です。地域の皆様の交流の場としてもご活用頂けるよう、さらに開かれた施設を目
指していきますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

昨年、地域のふれあいサロン活動と
して開催された「あさひカフェ」も、
多目的ホールを利用しました！！

山県市保健福祉ふれあいセンターにある「デイサービス
ふれあい」がショートステイあさひに移転します！

そして令和3年度からは…
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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

令和２年
12月1日発行

NO.161

●団体… 70団体 （1,829名）
●個人… 69名 （令和2年11月1日現在）題字　藤田 ふきゑさん（山県市徳永）

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。寄付された物品等
は地域福祉事業や、病児保育に充てられますので、ぜひご活用ください。

◦山県市立富岡小学校……………… 車いす
◦トミー美容室…………………… おもちゃ
◦匿名…………………… マッサージチェア

　ボランティアさん主体のもと、コロナ禍でも地域の
方に楽しんでいただけるイベントを考え、11月14日
（土）にショートステイあさひにて開催しました。当日
は天気も良く、総勢54名が参加されました。
　参加者は、ボランティアさんお手製のフライドポテ
ト、お赤飯、バルーンアート作品を受け取り、缶バッチ作り、脳トレ、
理学療法士の体操をおこないました。子どもからお年寄りまで幅広く
参加され、子どもたちには缶バッチが大人気でした。
　本会では、これからもコロナ禍でもできる活動を、ボランティアさんな
どと模索しながら開催し、紹介していきますので続報をお待ちください♥

富岡小学校から寄付された
車いすの受けとりのようす。

車いすを贈ってくださった富岡小学校の児童から、素
敵なお手紙もいただきました。校内でのアルミ缶のリ
サイクル活動の成果を実感できてよかったという声
や、自分たちが住んでいる町の福祉についてもっと学
びたいという声がたくさんあり、お手紙から児童の
熱意が伝わってきました！

ボランティアさん主体のもと
「あさひサロン」を開催しました♪

富岡小学校の児童からのお手紙
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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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いきいきつどいクラブからのお知らせ
　買い物支援事業「いきいきつどいクラブ」は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現
在は開催を中止しています。今後の県内の感染状況によって再開の判断をさせていただきま
す。ご理解、ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

対象団体・活動
地域福祉活動を目的とするボランティア団体の研
修会及び、ふれあいサロンの外出の支援

助成金について
◦利用団体は「マイクロバス等のレンタル料助成
金交付申請書」を提出

◦マイクロバス等のレンタル料の２分の１以内と
し、上限は１万円。

◦年度内の申請は１団体１回まで。

詳細については本会（☎︎52-3010）
にご連絡ください。

古切手、
ベルマーク、
テレカ、
書き損じハガキ
 （受付順・敬称略）

（令和２年11月6日まで）

◦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
◦ミズタニバルブ工業（株）
◦村瀬 恵子  　　　◦不二サービス
◦世界心道教高富教会
◦富岡カラオケA
◦野々村建設（株）　◦佐伯 清栄
◦（株）美山金型　　◦匿名4名

ありがとう
ハート

《お問い合わせ》
岐阜県共同募金会山県市支会（山県市社会福祉協議会）☎0581-52-3010

　山県市名山めぐりキャラクター『山県さくら』と赤い羽根共同募金がコラボしたピンバッジ
を作成しました。このバッジの販売利益は赤い羽根共同募金として寄付されます。

【販売窓口…1個500円】
山県市社会福祉協議会本所（美山老人福祉センター内）　山県市岩佐1177-1
月曜日～金曜日（祝日除く）８時30分～17時00分

 【インターネットからの申し込み…1個500円 + 送料120円（普通郵便）】
山県市社会福祉協議会ホームページ内『お問い合わせ』フォームに
ご入力いただいたご住所へ振込用紙を送付いたします。
お振込みが確認でき次第、本会よりピンバッジを送付いたします。

山県さくら × 赤い羽根共同募金
オリジナルピンバッジ発売！！

マイクロバス等
レンタル料助成金について

　令和2年11月30日のマイクロバス貸出事業の終
了に伴い、新たに「マイクロバス等レンタル料助
成」を令和２年12月1日より開始いたします。
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