
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
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表紙題字　MMさん（椿）
山県市地域福祉
推進キャラクター山県市社協マーク 【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
岐阜県山県市岩佐1177番地1
TEL（0581）52-3010　FAX（0581）52-2941
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山県市社会福祉協議会公式アカウントです！！

Twitter Instagram LINE

届け、繋がりの桜

感謝と応援メッセージの木
～新型コロナウイルスとたたかうすべての方々へ～

一緒にやってみませんか、
地域を支える素敵なお仕事。

◦家事や育児、介護のすき間
時間に働けます！

◦1日1時間でも、週に1日で
もOK！

◦感染対策の備品を一式お渡
しします！

〈支援終了後〉	 ○本日の支援の報告
○明日の訪問スケジュール　

勤

務

9:00

10:00

利用者Aさん宅到着
買い物支援
利用者Aさん宅退室

自　由　時　間

勤

務

11:00

12:00

利用者Bさん宅到着
昼食の調理を行う
利用者Bさん宅退室

自　由　時　間

勤

務

15:00

16:00

利用者Cさん宅到着
居室・トイレ・風呂の掃除
利用者Cさん宅退室

〈出勤前〉	 ○自身の体調をチェックする。
○訪問スケジュールを確認する。○身なりを整える。

ある日のヘルパーさんの1日

　市内の小中学生の皆様や先生、保護者の方などから、新
型コロナウイルスとたたかっている方に向けての応援メッセー
ジをいただきました。いただいた桜の花びら型のメッセージ
はパネルに貼り付け、市内の様々な施
設に掲示しています。

掲示期間は4月30日までを予定しています。

新型コロナウイルスと

たたかっている方への

感謝と応援メッセージ

掲　示　場　所
平和堂高富店2階休憩スペース 山県市社会福祉協議会本所

岐北厚生病院 あらいクリニック
マルキ 臼井内科医院

デイサービスふれあい 遠渡内科
花咲きホール 鳥澤医院
市役所本庁舎 鳥沢クリニック
やまもと整形外科 なりみやクリニック

 繋がりの桜を咲かせよう 

約1,800通以上の、
医療従事者や飲食店の方、
友だちや家族に向けての
感謝・応援のメッセージを
いただきました！

平和堂高富店2階
休憩スペースには、

応援メッセージのほかに
市内保育園、幼稚園の園児
からいただいたぬりえも
掲示しています。

登録ヘルパーさん

募集！！

時　給

ヘルパー2級・初任者
……………………1,120～1,190円
介護福祉士………1,250～1,320円
※土日祝日、時間外は時間給UP
※時給とは別に、ガソリン代等の加算が
あります。

時　間 月～日　8:00～19:00のうち、都
合のつく時間のみでOK

本日の
業務は終了

時  給 	1,080円（処遇改善込み）
時  間 	8:00～9:30と16:00～17:30の
　　　	送迎で3時間程度

デイサービスの運転手さんも
募集しております！



一般介護予防事業
まめかなクラブが始まります！

　健康体操や資格を持った専門職によるお役立ち講
座、お買い物、おでかけ、季節の行事などを通して介
護予防をおこない、元気でいきいきと過ごす場所です。
　ぜひ、お友達といっしょに遊びに来ませんか？

問い合わせ　山県市社会福祉協議会　電話0581-52-3010

高富・伊自良の方（まめかなクラブあわせ）
山県市高木933番地（旧：ショートステイあさひ）
毎週月曜日・木曜日　10:00～15:00頃

美山の方（まめかなクラブつなぎ）
山県市岩佐1177-1（美山老人福祉センター）
毎週火曜日・水曜日・金曜日　10:00～15:00

 開催場所・日時

200円／回
その他
・ご自身で来所できない場合は送迎

サービスも行います。（要相談）
※会場の近隣自治会の方はできる限りご自

身での来所をお願いします。

・各日、定員がありますので申込みが
多い場合は調整させていただきます。

市内在住65歳以上であれば
だれでも参加できます！
※予め登録していただく必要が 
　あります。

利用料

対象者

　新たに配置される家計改善支援員は、こ
のようなお悩みを抱える方に対し、寄り添
いながらひとつずつ不安を解決するお手伝
いをしていきます。
　また、必要に応じて生活福祉資金貸付の
あっせんや就労支援、成年後見事業等へ適
切につないでいきます。

相談窓口　山県市社会福祉協議会（美山老人福祉センター内）　0581-52-3010

　この度、本会は山県市から委託を受け、生
活困窮者家計改善支援事業をスタートします。

◦収入より支払や返済が多く、家計が
マイナスになることがある…
◦何を優先して支払うか、ひとりでは
決めることができない…
◦子どもの進学費用がいくらかかるか
分からず不安…

　家計状況の「見える化」と課題の把握を
おこない、相談者が自ら家計を管理でき
るように支援します。状況に応じた支援
計画の作成や関係機関との連携により、
早期の生活再生をサポートします。

家計改善支援事業とは…

たとえばこんなお悩みは
ありませんか？

令和3年4月～

生活困窮者
家計改善支援事業を
開始します

2021年度（令和3年度）を迎えて
社会福祉法人  山県市社会福祉協議会　会 長　丹 羽  英 之

　うららかな陽光を受けて草木が芽吹くころと
なりました。
　市民の皆様には、日頃から山県市社会福祉協
議会の事業・活動に深いご理解とご協力を賜り
まして、心からお礼と感謝を申し上げます。
　新しい年度(令和3年度)を迎えましたが、まだ
しばらくは新型コロナウイルスと共存しながら
の生活を強いられますが、間もなくワクチン接
種が行われます。一日も早い安穏な生活を市民
の皆様と共に願うものでございます。
　ところで、昨年度はコロナ禍により「やまがた
福祉大会」を始め、多くの事業と行事の延期や中
止を余儀なくされ、大変残念な思いをいたして
おります。
　そしてまた、今日の自粛生活による外出機会
の減少、人との交流機会の激減により地域の繋
がりが薄れ、見守り活動も減退し社会的孤立に
拍車がかかっておりますし、特に高齢者の身体
機能・認知機能の低下といった問題も生じてお
ります。
　しかし、このようなコロナ禍にあっても「まめ
かなプロジェクト」「マスク支援事業」「新型コ
ロナ対策助け合い寄付金」「フードバンク」など
の新規事業を立ち上げ、市民生活、特に、生活
困窮者への支援に繋がり、市民の方々の福祉へ
のあたたかい支援を実感することができ、本年
度もこれらの事業を継続して参ります。更に、
地域の住民同士の繋がり支え合いを絶やさない
工夫・取組みを地域の皆様と一緒に考え、コロ

ナ禍でもできる交流活動・居
場所づくりを推進し、高齢者の介護予防にも取
組んで参ります。
　また、7年間、事業展開して参りました「ショー
トステイあさひ」を前年度末で閉所いたしました
が、これまで、延べ31,120人以上の方々にご利
用を頂き、少なからず介護保険事業に貢献出来
たものと感謝を申し上げます。そして、いろい
ろな思いの中で新たに「デイサービスふれあい」
を移転しますし、介護予防事業を新規に事業展
開することといたしております。
　なお、地域が抱える問題・課題についても、
世代や分野を超えて、お互いに支え合える地域
づくりを目指し、地域に出向いて潜在化する地
域・個人の課題を見つけ出し適切な支援へと繋
いで参ります。また、今後さらに高齢化が進む
中で、高齢者の多様化する生活課題を地域で支
える仕組みづくりや地域コミュニティを構築す
るため、地域の福祉活動を積極的に推進して参
ります。
　更に、介護保険事業におきましては利用者様
に寄り添いながら、安定的な経営を基本に効率
的な業務を積極的に推進して参ります。
　山県市社協は、令和3年度も市民の皆様に、よ
り信頼される社会福祉法人としての責務を果た
せるよう、役職員一丸となって努力して参りま
すので、皆様のあたたかいご支援・ご協力を頂
きますよう心からお願い申し上げます。

撮影：山県市企画財政課

会長あいさつ
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新型コロナウイルス対策支援事業の寄付金ご協力者 

♥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。みなさまからの寄付金等はすべ
て、地域福祉事業に活用させていただきます。〈敬称略〉

◦谷合仏教会………………………………… 50,000円
◦世界心道教高富教会……………………… 30,000円
◦匿名………………………………………… 30,000円
◦匿名………………………………………… 1,493円
◦匿名……………………… ギフトカード3,000円分
◦一休…………………………………マージャン台2卓
◦匿名…………………………………… 鉛筆、折り紙
◦匿名………………………………………… 紙おむつ

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3年3月5日まで）

◦ミズタニバルブ工業

◦富岡カラオケA

◦トナミサービス　　　◦椿野苑

◦同朋会在宅介護支援センター

◦世界心道教高富教会　◦匿名4名

ありがとう
ハート

現在お渡しできるもの

ランドセル 赤色7個、黒色4個
水色1個、ピンク1個

富岡小学校黄色帽子 1個

高富中学校カバン 2個

高富中学校サブバッグ 1個

高富中学校女子制服 女子夏スカート 1着
女子冬スカート 1着

◦ツチダ商会　◦(有)本荘塗装　◦匿名1件
（3/5現在、申し込み用紙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）

R3.1/12
～3/5

まずは
登録から！

❶ 本会に電話します。

❷ 面談を行い、乗降場所（マイバス停）を決定します。

※詳細は山県市発行のリーフレットを参照ください。（4月全戸配布）

※各種障害者手帳又は後期高齢者医療被保険者証、運転経歴証明書をご提示ください。

※令和3年3月5日現在の在庫数です。詳細は本会にご確
認ください。

▲お譲り品 ※写真は一部です。

社会福祉法人 山県市社会福祉協議会　山県市岩佐1177番地1（美山老人福祉センター内）
ＴＥＬ (0581)52-3010　FAX (0581)52-2941　メール community@y-shakyo.or.jp　

本会で所有できる量が限られているため、ご寄付
を検討される方は事前に本会までご連絡ください。

　本会では、学業用品（ランドセル、学生服、通学かばん、習字道具セット等）を集め、山県市在住で
必要としている方にお渡しする、リサイクル事業をおこなっています。
　学業用品が必要な方はご連絡のうえ、本会にお越しください。

学校生活を応援します！
学業用品リサイクル事業

現在、おもに募集している学業用品
◦山県市内保育園、幼稚園、中学校の制服
◦習字セット、文房具（新品に限る）
　上記以外の用品の持ち込みを検討される場
合は本会に一度ご確認ください。また、ラン
ドセルにつきましては目標数に達したため、
現在受け入れを停止しております。

美山デマンド型交通で
生活をもっと便利に！

〈登録申込先〉 山県市社会福祉協議会　TEL：0581-52-3010 （平日8:30～17:00）

利用したい日時を事前予約し、自宅付近のバス停【マイバス停】から目的
の場所まで利用することができる乗合型の公共交通サービスです。
R3.6/1から乾線、葛原線の運行がスタートしますので、まずは本会へ
登録申請をしておきましょう！

デマンド型
交通とは

利用者登録の方法

一般 免許
返納者※

◦障害者※ ◦高齢者※

◦小学生以下

山県バスターミナルまで 200円 100円 無料

平和堂、岐北厚生病院まで 300円 150円 無料

❶ 氏名
❷ デマンド登録を
　 希望する旨
❸ 住所
❹ 電話番号
❺ 生年月日
を伝えます。

◦登録者の方専用の乗降場所を相談して
決定します。
◦面談は、お電話いただいた後日、本会
の職員がご自宅に伺い実施します。

ご自宅に
訪問して、

マイバス停を
決定

山県市社協

❶ ○○（名前）です。

❷ デマンド型交通の利用登録を
したいです。

❸ 山県市○○に住んでいます。

❹ 連絡先は××－××××です。

❺ ○○年○月○日生まれです。
登録希望者

運  賃
（運行はR3.6/1～）
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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３年
４月1日発行

NO.163

●団体… 70団体 （1,742名）
●個人… 71名 （令和3年2月28日現在）題字　田邉 美稲子さん（山県市笹賀）

最近、家にこもり気味だったり、一人で過ごしたりすることに不安はありませんか？
やすらぎはそういったお悩みを持っている方でも安心して通うことができる

デイサービスとなっております。

デイサービスセンター やすらぎのご紹介

◦昼間に一人で過ごされる高齢者や高齢者世帯の方

◦持病がある方、体が不自由で日常生活に支援が
　必要な方（入浴、食事、排泄等）

◦認知症状があり、日中見守りが必要な方

◦軽い運動をして身体を動かしたい方など
※1日体験利用もできます。担当のケアマネージャーさん、
　もしくはお住いの地域包括支援センターにご相談してください。

　会話など人と交流することは脳に刺激となります。職員が
日常の様子を把握し、体調等の変化に気づき介護の助言など
させていただきます。
　やすらぎでは入浴と食事の他、レ
クリエーションや体操など様々な活
動に取り組みを行っており、自分に
も「できそう」「やってみたい」といっ
た新たな意欲や期待がもてます。

　利用者さんのお体に応じて、粥、軟
飯、きざみ食など対応します。 　看護師が付き添い、その人に会った個別メ

ニューのリハビリもあります。また、食前食後の口
腔・嚥下体操は毎日欠かさずおこなっております。

やすらぎにはこのような方々が通われています
 〈特色〉 

認知症予防のレクリエーション、
運動に力を入れております！！
※感染予防対策を講じて
実施しております。

デイサービスに通うと？

昼食も楽しみのひとつです リハビリテーションにも
力を入れています

職員一同、地域のみなさまのご利用を、
心よりお待ちしております。

〈営業日〉 年末年始を除く月曜日～日曜日
〈所在地〉 山県市岩佐1177番地１
〈 T E L 〉 0581-52-2800

日曜日も

利用できる！

ボランティアポイント手帳のご案内

問い合わせ：0581-52-3010　本所：山県市岩佐1177-1  

山県市社会福祉協議会に登録されたボランティアが福祉に関するボランティアをしていただいた場合、
ボランティア活動ポイントを付与しています。ポイントはギフトカードなどに交換することができます。

活動の場所もご案内することができますので、興味があるかたは、ぜひ山県市社協にお問い合わせください。

介護保険事業（デイサービス）
◦１回１ポイント（レクリエーションボランティア）
　　　２ポイント（傾聴ボランティア）
◦１ポイント１００円
◦１人１冊ポイント手帳を所有

地域福祉事業、一般介護予防事業
◦1回３ポイント　◦１ポイント１００円
◦１人１冊ポイント手帳を所有
◦団体で１冊のポイント手帳を所有

本会フードバンクで活用する食料を集めるために、下記のとおり回収ＢＯＸを設置します。
「こまったときはお互いさま」「もったいないをありがとうへ」の気持ちをお待ちしております！

◦衛生上、野菜・肉・魚等の生鮮食品や冷凍食品はご遠
慮ください。◦BOXに入れる日から1ヶ月以上の消費期限
があるものに限ります。◦消費期限を過ぎたものや、対
象外の食品が入っていた場合は処分させていただきます。

↑設置現物

食料回収BOXを設置中です！第１回

設置場所 ◎山県市役所本庁１階福祉課前
（高木1000-1）

◎山県市役所伊自良支所
（大門922-4）

設置期間 令和3年4月30日（金）

受付時間 9:00～16:45まで

対象食品
◦乾麺、乾物（のり、ふりかけ、切り餅、粉類など）　
◦レトルト食品　　　　　◦お菓子
◦調味料（みりん可）　　　◦アルコールをのぞく飲料

その他
BOXに入れていただいた場合、本会広報誌での公表はいたしませ
んのでご了承ください。箱に入らない大きなものや、対象かどうか
分からない物がある場合、お手数ですが本会までご相談ください。

フードバンク事業にて食料を
寄付してくださった方 （々敬称略）

● 福井一徳　● 匿名10件

〜もったいないをありがとうに〜

76


	社協だより21-4月号[01-08]
	社協だより21-4月号[02-03]
	社協だより21-4月号[04-05]
	社協だより21-4月号[06-07]

