
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

令和3年12月1日 発行 第167号

表紙題字　小田 道子さん（谷合）
山県市地域福祉
推進キャラクター山県市社協マーク

山県市社会福祉協議会公式アカウントです！！

Twitter Instagram LINE

【法人理念】　ともに生き  ともに尊び  ともに支え  ともに築く

毎週月・木→高富・伊自良地域（ふれあいプラザ）
毎週火・水・金→美山地域（美山老人福祉センター）
にて開催中!
（新型コロナウイルスの
感染状況次第では、
休止となる場合がございます。）

一般介護予防事業 行事予定表ブま め か な ク ラ

12月
月 火 水 木 金

1
楽生会

2
卓球バレー

3
がんばらない
体操

6
がんばらない
体操

7
フレイル予防

体操

8
レインボーズ

9
小物づくり

10
ご当地体操

13
小物づくり

14
卓球バレー

15
がんばらない
体操

16
フレイル予防

体操

17
レインボーズ

20
クリスマス会

21
クリスマス会

22
クリスマス会

23
クリスマス会

24
クリスマス会

27
お休み

28
お休み

29
お休み

30
お休み

31
お休み

1月
月 火 水 木 金
3

お休み
4

お休み
5

お休み
6

お休み
7

お休み

10
成人の日
（お休み）

11
パックイン
25

12
フレイル予防

体操

13
がんばらない
体操

14
小物づくり

17
フレイル予防

体操

18
がんばらない
体操

19
ご当地体操

20
パックイン
25

21
フレイル予防

体操

24
ご当地体操

25
レインボーズ

26
楽生会

27
レインボーズ

28
パックイン
25

31
ご当地体操

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/
◆ふれあいプラザ（デイサービスふれあい、一般介
護予防事業まめかなクラブ、病児保育おひさま）

岐阜県山県市高木933
TEL（0581）23-2030　FAX（0581）23-2031

社協だより

山県
バスターミナル

タチヤ

株式会社
水生活製作所

遠渡内科

移転場所
（東深瀬696番地1）

山
県
ば
す
け
っ
と

わたしの一歩はみんなの一歩　～今こそわたしたちにできること～

落語家の桂文太氏と、盲導犬のユウゴ

会長式辞

第19回　 　　やまがた社会福祉大会を開催しました

まめかなクラブは山県市内にお住まいの65歳
以上で、日常生活において自分のことは自分で
できる方を対象としております。1日体験（利
用料200円）も随時受け付けておりますのでお
気軽にお電話ください！　お申込先：52-3010

社協だより12月号は歳末たすけあい募金を財源に作成しております。

代表授与
の様子

会場のロビーに
飾られた

デイサービス
利用者さん

の作品

移転先周辺図

◆新住所
山県市東深瀬696番地1

◆移転する機能
◦総務・地域福祉係
◦居宅介護支援事業（ケアマネージャー）
◦訪問介護事業（ホームヘルパー）
◦一般介護予防事業「まめかなクラブ」他

※なお、デイサービスやすらぎは移転しません。
　詳細は2月号でお知らせいたします。

山県市社会福祉協議会が、令和4年2月に移転します。

令和4年2月、
山県市社協が移転します



　令和3年11月3日、2年ぶりとなった
やまがた社会福祉大会は晴天に恵まれる中、約140人の出席を得て、
コロナ禍にもかかわらず盛大に開催することができました。

式典では、地域福祉の向上にご尽力いただいた方々を表彰させていただきました。

第19回 やまがた社会福祉大会　表彰 第19回 やまがた社会福祉大会第19回 やまがた社会福祉大会
作文朗読作文朗読

　ぼくの近所には、一人暮しの人や、高齢の夫
婦だけで住んでいる家がたくさんあります。ぼ
くのおじいちゃんやおばあちゃんは、ぼくたち
と一緒に住んでいますが、それでも色々なこと
で、近所の人と支え合っています。
　おばあちゃんの仲良しの友達は、一人暮しで
す。だから広い畑を耕すことができません。季
節ごとに、ぼくのお父さんが、トラクターで畑
を耕しています。その代わり、そのおばあさん
は、苗作りが得意なので、色々な種類の野菜や
花の苗ができると、ぼくのおばあちゃんに届け
てくれています。
　ぼくのおじいちゃんおばあちゃんは、今は畑
仕事をしていますが、数年前まで木工所をして
いたので、まだまだ畑仕事で分からないことが
たくさんあります。例えば、野菜の消毒をする
のに、消毒液の作り方に自信がありません。そ
ういうときは、裏の家のおじいさんが消毒液を
作ってくれたりします。ときには、ついでにう
ちの分まで消毒してくれたりもします。
　また、となりのおじいさんは、トラクターに
つける草刈機をもっていません。先日、草刈機
を借りに来た時に、ぼくのお父さんが「うちも
丁度、今日草を刈ろうと思っていたんだ。」と言
うと、「借りたついでに、その畑も草を刈って
おくよ。」と言って、うちの畑まで草を刈ってく
れました。
　ぼくの家の土地は、家の周りだけでなく、少
しはなれた場所にもいくつかあります。でも、
全部の土地を、おじいちゃんとおばあちゃんだ
けで、お世話をしきれません。そのうちのいく
つかの土地を、近所の人が、田んぼや畑として

使ってくれていま
す。放っておくと
草が生えすぎてし
まうので、使って
もらえると、うちはとても助かるのです。
　そして、ぼくのおばあちゃんは、友達とおしゃ
べりをするのがとても好きです。木工所をやっ
ていた工場が、今は広くあいているので、友達
とおしゃべりをする場になっています。今はコ
ロナで、出かけられないけれど、おばあちゃん
達が笑顔で話しているので、こんな場があって
よかったと思います。
　近所の人達は、ぼくと弟にもとてもやさしく
してくれます。この前は、ぼくの家では育てて
いないサクランボやスモモを持って来てくれま
した。ぼくや弟が、「おいしかったよ。」と言うと、
また追加で持ってきてくれました。ぼくや弟が、
まだ小さいころには、バッタやカマキリなど
色々な虫を見つけると、ぼく達に届けてくれる
人が何人かいました。ぼく達も、近所の人に大
切にされているなと思います。
　これから、もっとみんなが年をとっていきま
す。ますます近所の人を大切にして支え合って
いくことが大切だと思います。そして、ぼくが
もっと色々なことができるようになって、自分
のおじいちゃんやおばあちゃんだけでなく、近
所の人達の役にも立ちたいです。

支え合って生きていく
伊自良南小学校  ６年  上野 海晴

今回は伊自良南小の上野海晴さんと高富小の中島
幸大さんの2名が作文朗読をされました。
中島幸大さんの作文は令和4年2月号（168号）に
掲載いたします。

◆被表彰者のみなさま（順不同・敬称略）

全社協・岐阜県社協・岐阜県共同募金会表彰
全国社会福祉協議会会長表彰	 ◆社協・民間団体功労　丹羽　英之

岐阜県社会福祉協議会会長表彰	 ◆社会福祉施設職員　　道江　春華

◆優良支会長　　丹羽　英之
◆優良役員　　田上　隆 ／ 梅田　幸子

◆優良役員　　古田　豊行
◆優良支会　　山県市支会

岐阜県共同募金会会長表彰

◆社会福祉関係役職員功労
　上野　定義 ／ 齋藤万里子 ／ 土田ゆかり ／ 當眞　加代 ／ 舩戸　鈴子 ／ 古田　豊行
　洞ノ口章子 ／ 安田まゆみ ／ 山田　照子

◆社会福祉事業活動功労（個人）
　伊藤　　都 ／ 上野　善巳 ／ 宇野　一惠 ／ 宇野　敏勝 ／ 木野村悦子 ／ 田下　則子
　玉井　道夫 ／ 土井　　彰 ／ 中村佳津子 ／ 早矢仕美惠子 ／ 藤根　圓六 ／ 船岡　早苗
　宮﨑　三郎 ／ 村瀬　隆夫 ／ 山崎まゆ子 ／ 山下　邦男 ／ 山田　明子 ／ 若井　正博

◆社会福祉事業活動功労（団体）
　介護予防体操ボランティア ／ バルーンアートの会 ／ マジッククラブ

◆高額寄付　土田安喜子

◆賛助会員継続協力
　アーバンフォレスト（株） ／ 梅田建設（株）
　（株）HTKライフWSBバイオ 
　ぎふ農業協同組合美山南支店
　デュプロ販売（株） ／ （有）岐北

◆特別会員継続協力
　宇野千恵子 ／ 浅野　良子 ／ 平野　和恵

◆社会福祉事業協力　大野寬事務所

山県市社会福祉協議会表彰

表
彰
の
部

表彰の部 感謝の部

感
謝
の
部
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あたたかいお気持ちありがとうございます♥♥

◦ 匿名 ……………………………………100,000円
◦ （有）清門 …… 34,800円（手作りマスク売上金）
◦ 野々村　美代子 …………………………とろみ剤
◦ 柴垣　芳晴 …………………………… 寝間着3枚
◦ レインボーズ（代表:酒井恵子） ……………… CD
◦ 匿名 ……………………………… 紙パンツ（2袋）
◦ 匿名 ……………………………………キーボード
◦ 匿名 ……………フォトペーパー・未使用ハガキ
◦ 匿名 …………………………………………はがき
◦ 匿名 …………………ハンドソープ・手指消毒液
◦ 匿名 …………………………………… 本（10冊）
◦ 匿名 ………………… 切手（84円3枚・63枚3枚）

令和3年度山県市社会福祉協議会会費は、下記のとおりみなさま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・障がい者・地域福祉等の充実を図
るために活用させていただきます。

5,039,000円
引き続きご協力をお願いいたします。（令和3年10月31日現在）

（内訳）	 一般会費	 3,608,000円
	 特別会費	 311,000円
	 賛助会費	 1,120,000円

社協会費のご協力ありがとうございました

賛助会費（順不同・敬称略）　1口　5,000円

6口 ムトウエフエー（株）
2口 美山生コン（株） 山田建築 （株）マルキ
1口 美山建設（株） 外川プロパン （有）美山バルバリー 日本料理　川島

弁当・惣菜・川島屋 （農）桜尾生産組合 高富不動産（有） （株）五角産業
グループホーム虹の里 （株）ランセニュマン・サノ 大一印章（有） 大一建設（株）
坂本自動車興業（株） ワークス伊自良 寿住建（株） （株）平安  しゃくなげ・ききょう

（株）山県金属

令和3年9月1日～10月31日でご協力いただいた賛助会員を掲載して
おります。

（令和3年9月1日～10月31日まで）

古切手、ベルマーク、
テレカ、書き損じハ
ガキを提供してくだ
さった方々のご紹介
 （受付順・敬称略）

（令和３年9月1日～10月31日まで）

◦世界心道教　高富教会　◦塚中　勝
◦鷲見司法書士事務所　　◦石神　里子
◦美山生コン株式会社　　◦田垣　妙子
◦みやまの里　　　　　　◦藤田　南司
◦大西　厚子　◦伊自良老人福祉センター
◦松本　三季　◦同朋会在宅介護支援センター
◦井上きみ子　◦特別養護老人ホーム椿野苑
◦山県市市民環境課　　　◦匿名9名

ありがとう
ハート

デイサービスセンターほほえみ 山県市谷合1349番地1
TEL　0581-56-0056

営業日：月曜日～土曜日
午前9時～午後4時20分

利用者さんとの
楽しい会話で
職員も美山弁を
覚えました

ほほえみは、みなさまが住み慣れた地域・
自宅でいつまでも健康に生活できるよう、
職員の演奏で歌うことや体操を毎日行いフ
レイル予防に取り組んでいます。

デイサービスセンターデイサービスセンター
ほほえみほほえみ

お花見 敬老会 運動会

ほほえみは
毎日行きたい 笑顔で活気ある デイサービス

を目指しています

みなさまに楽しんでいただくため、
季節の行事や作品作り、レクリエーションを

1年通して多く行っています。
「ほほえみで過ごすと元気がでるな～」と

みなさま積極的に参加して
くださいます。

作品作り

お月見

園芸︎

◦家でぼーっと過ごすより、外で活動したい。	◦もっと、家族以外の人と会話がしたい。
◦元気なうちから歌や体操を行い、介護予防をしたい。等

デイサービスで活気のある楽しい時間を過ごしてみませんか？
一日体験や見学もお待ちしております。そんな方は…

特別会費　個人（順不同・敬称略）　1口　1,000円 令和3年7月1日～10月31日でご協力いただいた特別会員を
掲載しております。

❖10口　三島雅春　❖5口小原庄三　❖3口　5名　❖2口　1名　❖1口　135名

地区名 世帯数（世帯） 金額（円） 地区名 世帯数（世帯） 金額（円） 地区名 世帯数（世帯） 金額（円）
高　富 1,999 951,500 伊自良北 267 132,000 北武芸 251 124,500
富　岡 1,626 807,500 伊自良南 536 268,500 乾 273 128,000
梅　原 380 159,500 北　山 105 42,000 富　波 315 122,500
桜　尾 393 195,000 葛　原 267 116,500 西武芸 640 319,000
大　桑 334 165,000 谷　合 186 76,500 合　計 7,572 3,608,000

一般会費　1口　500円 〈一般会費地区別一覧〉	令和3年4月1日～10月31日

54



歳
末
た
す
け
あ
い
募
金
運
動

日付 会場 活動時間

12/19
（日）

平和堂高富店 10：00～11：30
みとか 10：00～11：30

ふれあいバザール 10：00～11：30

12/26
（日）

山県ばすけっと 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

感染予防を徹底し、下記日程にて街頭募金活動を行います。
ご協力よろしくお願いいたします。

歳末助け合い募金では自治会を通して1世帯あたり150円のご協力をお願いしています。

「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

魚博、宇野クリニック、江川建築(有)、大野寬事務所、落合高興税理士事務所、(株)インフォファーム、
(株)岐北ホーム、(株)三建エンジニアリング、(株)大雅、(株)ダイワテクノ、(株)ナイスワーク、ツチ
ダ商会、(株)ミヤマ金属工業、(株)矢島クリエイト、(株)岐工建設、(株)花村自動車、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、キミドリ建築、鷲見博信司法書士事務所、大東化工(株)、
中日技研(株)、(有)トモエ物産、豊吉屋精肉店、中島清掃(株)、早川胃腸科外科クリニック、ミズタ
ニバルブ工業(株)、(有)美山土地、美山生コン(株)、めいぷる、山県市商工会、山口アルミ、やまも
と整形外科、 (有)岐北、(有)笹倉屋、(株)服部樹脂、(有)大善、(有)ホクギ、(有)本荘塗装、(有)佐野
養豚、(有)美山運輸、(株)高富運輸、小谷縫製、(株)マルコーゴム、(株)美山金型、(株)三洋組、(有)
土井水道、(株)ウエイブ、(株)原田鉄工、加藤印刷、(株)ペンギンYG、梅田建設(株)、亀屋商店、み
やまの里、伊自良苑、介護老人保健施設山県グリーンポート、(株)HTKライフWSBバイオ、(有)武藤
ファーム、ゴルフクラブBiО、匿名9件（順不同・敬称略）

下記のとおり多くのみなさまにご協力いただき感謝申し上
げます。いただいた寄付金は本会生活困窮者支援事業や市
内子ども食堂等を推進するために活用させていただきます。 中間報告（令和3年10月31日現在）

寄付金額  600,000円

生活困窮者支援事業寄付金へ
ご協力いただきありがとうございました

ファミリーマート♥山県市社協

フードバンク事業にて食料
を寄付してくださった方々

（順不同・敬称略）
令和3年9月1日～10月31日まで

◦山県市生涯学習課
◦自然農法普及会
　いもいもの会
◦匿名8件

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
12月1日発行

NO.167

●団体… 75団体 （1803名）
●個人… 87名 （令和3年10月31日現在）題字　小田 道子さん（谷合）

フードドライブへの
ご協力ありがとう
ございます！
　ファミリーマート店舗におけ
るフードドライブにたくさんの
ご協力をいただきありがとうご
ざいます。
　山県市内（高富・佐賀・伊自良・
岩佐口店）で行っています！

もったいないを
ありがとうに

　10月の子どもボランティアクラブでは、新型コロナウイ
ルスに関する差別・偏見のない山県市を目指すため、シトラ
スリボン作りを行いました。作成したシトラスリボンはメッ
セージカードと一緒に美山老人福祉セン
ターに設置しています。お立ち寄りの際に
ご自由にお持ち帰り下さい！

山県市社会福祉協議会子どもボランティアクラブ
育てよう！福祉のこころ

　講師にフリーアナウンサーの浅井彰子氏をお迎えし、マスクを着用し
ていても気持ちの伝わるコミュニケーションをとるためのポイントにつ
いて、実践を交えながらわかりやすく教えていただきました。

◦マスクをつけていて、気を緩めていました。これはいけない！と反省しました。
◦人前で話すときのポイントがわかりやすかったので、今後実践したいです。

また、赤い羽根共同募金について学び、募金活動で活用するパネルを作成しました。
作成したパネルを活用して街頭募金を行い多くの募金を集めることができました。

参加者の感想

歳末助け合い募金の使い道
歳末たすけあい募金は、当該年度
11月～1月に実施する次の事業に
活用させていただきます。
ふれあいサロン歳末助成
市内のふれあいサロンに対して助
成を行います。
カレンダー配布
市内高齢者世帯等にカレンダーを
配布します。
社協だより発行
市内全世帯に配布しています。

～マスク越しでも伝わるコミュニケーション～～マスク越しでも伝わるコミュニケーション～
ボランティア講演会ボランティア講演会を開催しましたを開催しました

ポイント❶
表情筋を動かそう

「目は口ほどにものを言
う」という言葉がありま
すね。マスク着用だか
らこそ、見えない口元
に気をつけましょう！

ポイント❸
「声は人なり」

同じ「ありがとう」という言
葉でも声のトーンや調子で
伝わり方が変わります。明
るい気持ち、優しい気持ち
で発した言葉は気持ちも一
緒に相手に伝わります。

ポイント❷
言葉の始めの音を
はっきり発音しよう

言葉ひとつひとつの始めの音を特に
はっきり発音すると聴き取りやすいで
す。話し始めに「えー、あー、」と言っ
てしまうと後に続く言葉が伝わりにく
くなってしまうので、気をつけましょう！
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