
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

社会福祉法人山県市社会福祉協議会
岐阜県山県市東深瀬696番地1
TEL（0581）23-1211　FAX（0581）23-1235
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

令和4年2月1日移転   山県市社会福祉協議会の
新事務所が完成しました！

新事務所正面からの写真

山県
バスターミナル

新事務所
（東深瀬696番地1）

山
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ば
す
け
っ
と

新たな拠点から地域福祉活動を積極的に展開し、
市民に愛され信頼される社協を目指して参ります。

周辺図

新事務所の詳細はP2・3に掲載して
おりますので、ぜひご覧ください♪

令和4年2月1日 発行 第168号

表紙題字　沢田 範子さん（山県市岩佐）



社会福祉法人
山県市社会福祉協議会新事務所
〒501-2104　山県市東深瀬696番地1
電話：0581-23-1211　FAX：0581-23-1235

住民によるサロンや学習
支援、自主講座などの会
場として活用いただけま
す！まめかなクラブ（一
般介護予防）もこちらで
実施します。

子ども食堂やコミュ
ニティ食堂などの会
場として活用いただ
けます！

新事務所のご紹介
令和4年2月1日オープン

新事務所では、地域住民だれもが利用できる「居場所」を提供します♬

広々とした
いきいきホール・つどいホール

楽々調理の
システムキッチン！

わいわい喫茶

ゆったりできる足湯も！
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釣り堀ゲームや親子で
参加できる食育教室も
実施予定です！

申込み不要！参加費無料！
詳細は３月自治会
回覧にて★

まめかなクラブ
体験説明会

フリーマーケット
（YAMAフリ）

岐阜吹奏楽団
オープニング演奏会

バルーンアート配付

紅白もち配付

　山県市社会福祉協議会では、住民のみなさまが主体となって活動する、地域の居場所づく
り（子ども食堂、学習支援教室など）を推進しています！また、わいわい喫茶やいきいきホー
ルは地域福祉に関わるボランティア団体活動等に利用できます。
　地域の居場所づくりを一緒に考えてみませんか？お気軽に本会までご連絡ください！

新事務所は地域の“居場所”として活用いただけます!!

山県市社協新事務所
お披露目イベント開催のお知らせ
３月１９日（土）9：00～

子どもか
らお年寄

りまで

みんなで
たのしも

う！

たとえばこんな活動に…
◦ふれあいサロン　　◦子ども食堂や学習支援
◦宅食弁当作り　　　◦地域福祉活動のための話し合いの場
◦ボランティア活動　　などなど…！

◦必ずマスクを着用してお越しください。
◦感染症対策として屋内エリアの入場を制限する場合
があります。
◦フリーマーケット、バルーンアート、釣り堀ゲーム、
紅白餅配付は、景品がなくなり次第終了します！
　（数量限定）

◦新型コロナウイルス感染状況により、規模の縮小
及び中止とする場合があります。
◦当日は駐車スペースが狭いため、できるだけ乗り
合わせてお越しくださるようお願いいたします。

【内覧会 タイムスケジュール】

3/19（土） 屋外エリア 屋内エリア

9：30 岐阜吹奏楽団によるオープニング演奏
第1部まめかなクラブ体験会

釣り堀ゲーム

10：00 フリーマーケット（YAMAフリ）
楽しく学ぶ食育

（公益社団法人岐阜県栄養士会）11：00 バルーンアートの配付
（バルーンアートの会）

11：30 お弁当の配付
（とみっこカフェ） 第2部まめかなクラブ体験会

13：00 紅白もち配付

100食限定！
（申込み不要）
無くなり次第

終了です。
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令和3年度 共同募金実績報告
地域の皆様の温かなお気持ちにより、多くの募金が集まりました。

たくさんのご協力ありがとうございました。（令和3年12月27日までの募金）

赤い羽根共同募金（募集期間10月1日～）
じぶんのまちを良くするしくみ

4,363,000円目標額3,471,722円募金額合計

844,000円目標額1,090,616円募金額合計

歳末たすけあい募金活動「つながり ささえあう
みんなの地域づくり」

（募集期間12月1日～）

街頭募金
（実施場所）マルキ、みとか、ザ・ビッ、ふれあいバザール、
てんこもり伊自良、山県ばすけっと、平和堂

合　計 39,827円

赤い羽根協力店による募金

（募金箱設置場所）
マルキ、てんこもり、ゴルフクラブBiO、ふれあ
いバザール、茶蔵、フィッシング、レインボーハ
ウス、みかどマート、ザ・ビックエクストラ高富店、
みとか、山県ばすけっと、小次郎、武蔵

合　計 28,491円

バッジ、カード募金
合　計 110,190円

山県さくらコラボピンバッジ
合　計 10,500円

イベント等による募金
市内保育園、幼稚園 52,514円

第19回やまがた社会福祉大会 2,800円

合　計 55,314円

自治会を通じての戸別募金

高　富 1,779,200円 美　山 778,800円

伊自良 261,400円 合　計 2,819,400円

街頭募金
（実施場所）
マルキ、みとか、ザ・ビッグ、ふれあいバザール、
てんこもり伊自良、山県ばすけっと、平和堂

合　計 65,412円

市内保育園、幼稚園
合　計 16,033円

個人・団体からの募金
旧高富町消防団分団長

OB五八会 10,000円

匿名 10,000円

匿名 5,000円

合　計 25,000円

自治会を通じての戸別募金

高　富 600,700円 美　山 287,621円

伊自良 95,850円 合　計 984,171円

法人募金（11月10日現在）
合　計 408,000円
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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

　ぼくの母は、元気で、ポジティブな性格です。介
護士の仕事をしていて、よく筋肉自慢をしてくるパ
ワフルな母です。
　あるとき、母の仕事場についていったときいそが
しくても、おおぜいのお年寄り一人一人に、大きな
声で、ゆっくり話しかけている母のすがたを見て、
おどろきました。手をぬかず、えがおでせっしてい
たからです。
　ねたきりの方、車いすですごす方、自分で行動で
きる方、いろいろな方たちがりようされています。
一人一人への声かけやサポートのしかたがちがいま
す。それでも、つかれた顔をせず一人一人にあった
サポートをしている母を見て、自分には、まだ足り
ない所があるなと感じました。
　ぼくも、お母さんにも、負けないくらいポジティ
ブで、パワフルです。学校から帰ってすぐに友達と
一緒に遊びに出かけます。たくさんの友達と外で遊
ぶことが大好きです。楽しく遊ぶことが多いですが、
けんかもします。けんかのきっかけは、何をして遊
ぶかでもめたり、自分が思うようにならないときに、
イライラしたりするときです。
　ぼくは、イライラすると言葉がきつくなり、自分
の感情をそのまま相手にぶつけることがあります。

※�新型コロナ感染症の影響により規模縮小や中止と
なる可能性もあります。

☎ 0581-23-1211  FAX 0581-23-1235
メール community@y-shakyo.or.jp

対象者　�市内在住の障がいを持つ方と付き添いのご家族１名
※おおむね自宅で生活している方に限ります

日　時　�令和4年3月5日（土）9:30～12:00
内　容　◦�バリアフリー映画鑑賞会
　　　　　�（寝転がりスペース、パーテーションでプライ

バシーを守る個室、字幕等の対応あり♪周りの
目を気にせず、にぎやかに鑑賞できます！）

　　　　�◦切って焼くだけのクッキーづくり

場　所　山県市社会福祉協議会事務所
　　　　（山県市東深瀬696-1）
申　込　�電話・FAX・メール・SNS等で
　　　　本会までご連絡ください。（先着順）

冷静になるといつも後かいし
ます。「相手のことを考えずに、
言いすぎたな。落ち着いて話せ
ばよかった。」と。けんかをしたことを母に話すと、
「相手のことも考えて話ができるといいね。」とアド
バイスをくれます。また、
「けんかは、自分の思っていることをおたがいぶつけ
合うのだから、悪いことではないけど、きつい言葉
で相手をきずつけては、ダメ。」と話してくれます。
　ぼくの周りには、大切な人がたくさんいます。家
族、友達、野球チームや学校の仲間。年も性格もち
がう人たちです。その人たちと楽しく仲よくすごし
ていきたいです。そのために、ぼくがこれから心が
けていきたいことは、相手の表情を見て、そのとき
の相手の気持ちや状況を判断することです。そうす
ることで、落ち着いて接することができるし、おたがい
が思っていることを理解し合えると思うからです。
　友達、家族、もっと自分の周りを見てみると、ぼ
くよりもずっと年下の子、お年寄り、障がいをもっ
てみえる人など、いろいろな人がいます。ぼくも、
お母さんのように、その人に合った接し方のできる
人になりたいです。それが本物のやさしさだとぼく
は思います。

高富小学校  ６年  中島 幸大本物のやさしさ

怪盗グルーの
ミニオン大脱走
を上映★

　障がい等を理由に、なかなか外出できない方やご家族が、気兼ねなく参加できる居場所を開催します。
ぜひご参加ください！

参加無料！
先着30名

令和4年3月5日(土) 開催 ! みんなで あったかくなろう♪
家族で参加できるバリアフリー交流会を開催します！
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ファミリーマート♥山県市社協

本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。

寄付金額 　705,000円　
	 中間報告（令和3年12月31日現在）

◦(有)清門　◦匿名２件（順不同・敬称略）

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

フードバンク事業にて食料を寄付してく
ださった方々

（令和3年11月1日～12月31日まで）

◦自然農法普及会いもいもの会
◦篠田時子
◦匿名10件（順不同・敬称略）

〜もったいないをありがとうに〜

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12月31日まで）

◦世界心道教　高富教会
◦株式会社高富運輸
◦JAぎふ女性部美山南支店
◦野々村建設株式会社
◦同朋会在宅介護支援センター
◦特別養護老人ホーム椿野苑
◦匿名7名

ありがとう
ハート

ゆずりあい事業

♥ ♥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
福祉事業等に活用させていただきます。〈敬称略〉

◦世界心道教高富教会 代表 土田修 ………… 30,000円
◦匿名…………………………………………… 20,000円
◦トラベルサービスヤマダ 代表 山田より子 10,000円
◦奥田ちず子…………………………………… 10,000円
◦匿名…………………… 1,422円（デイほほえみ事業へ）
◦匿名……… 三菱UFJニコスギフトカード（2,000円分）
◦匿名…………………………………… タオル等（43本）
◦匿名………割り箸・ウエットティッシュ・ラップなど
◦匿名………………………………………………紙おむつ

紙オムツ、紙パンツ、尿パットに関しては、
令和3年12月より受け入れを中止とさせて
いただきました。これまでご寄付いただい
た皆様、ありがとうございました。

ご寄付をご検討いただく際には、事前に本会にご連絡く
ださい。（0581）23-1211

育児用品・介護用品・学業用品を
必要とされている方はいませんか？

お知らせ

　本会では、育児用品・介護用品・学業用品
を必要とする家庭にお譲りする「ゆずりあい
事業」を行っております。譲ってほしい物品
がある方は本会までご連絡ください。

TEL：（0581）23-1211
今後も広報誌でお譲りできる品を掲載してい
く予定です。

物品によっては譲り受けできない場合がありますので、まずは本会までご連絡
をお願いします。

現在お譲りできる用品一覧（令和3年12月31日現在）
ランドセル 赤7　黒4　ピンク1　水色1

富岡小学校 男子帽子1

学生服 男子学生服1

その他 鍵盤ハーモニカ、チャイルドシート、
ベビーカー

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4店舗（高富・佐
賀・伊自良・岩佐口店）で
行っています！

岩佐口店

高富店

フードドライブへのご協力
ありがとうございます！
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山県市ボランティア・
市民活動支援センター
〒501-2104 山県市東深瀬696番地1
TEL（0581）23-1211　FAX（0581）23-1235
メールアドレス　community@y-shakyo.or.jp

令和4年
2月1日発行

NO.168

●団体… 75団体 （1803名）
●個人… 87名 （令和3年12月31日現在）題字　沢田	範子さん（山県市岩佐）

ジ クま め か な プ ロ ェ ト

年賀状作成ボランティアに多くのみなさまに参加いただき、ありがとうございました。
完成した年賀状は、市内にお住まいの70歳以上の高齢者世帯（約750世帯）に送りました。

　子どもボランティアクラブとして、山県市レクリエー
ション協会が主催した「山県市レクリエーションフェス
ティバル」に参加しました。子どもたちが主体となりレ
クリエーションを実施することができました。活動を通
じて様々な世代と交流することができました。

　1人暮らしの高齢者のお宅に訪問し
て大掃除のお手伝いを行いました。高
齢者のペースに合わせてお話をしなが
ら楽しくボランティア活動をすること
ができました。

第２弾 あたたかい心を届ける年賀状ボランティア

子どもボランティアクラブ
〈みんなが主役！〉

山県市レクリエーションフェスティバルに
参加しました！（令和3年11月28日）

〈高齢者のお宅へいざ出陣！〉
年末大掃除隊!!

（令和3年12月27日＆28日）

素敵な年賀状が出来上がりました!!

年賀状作成ボランティアに参加した保育園・学校
みやま保育園・いわ桜小学校・美山中学校
伊自良南小学校・伊自良中学校・山県高校

あたたかい心への感謝のメッセージ
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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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健康体操や資格を持った専門職によるお役立ち講座、買
い物、お出かけ、季節の行事などを通して、意欲的に楽
しみながら介護予防に取り組むことができる場所です。

で楽しく介護予防をしませんか？

こんな人におすすめ！
◦認知症予防をしたい。
◦運動を通して介護予防をしたい。
◦家に閉じこもりがちになっている。
◦誰かとお話ししたい。
◦専門職のお役立ち講座
　を聞きたい。

LOVE

山県市社協のデイサービスで勤務できる方を以下の通り募集しております！
◦理学療法士（PT） ◦利用者の送迎運転手

勤務内容の詳細は採用担当までご連絡ください♪ （0581）52-2800【採用担当：長屋】

求人
コーナー

美山地域で運行しているデマンドバス
を予約するときの電話番号が変更にな
ります。

新しい予約電話番号（令和4年2月1日～）

（0581）23-1511

デマンドバス予約電話番号変更のお知らせ
美山地域デマンド型交通 

美山地域デマンド型交通とは
主に美山地域（一部地域除く）の方を対象とした予約型
の公共交通バスです。登録を完了すれば、乗車したい日
にち、場所、時間を電話で伝えるだけで利用できます。利
用方法、対象地域等の詳細はお電話にてお尋ねください。

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：（0581）23-1211

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（山県市社会福祉協議会）
　　　　　　　 山県市東深瀬696番地1（2/8～）

にて開催中！

月 火 水 木 金
1
休み

2
休み

3
卓球バレー

4
休み

7
レインボーズ

8
卓球バレー

9
小物づくり

10
小物づくり

11
建国記念
の日

14 15
小物づくり

16
がんばらない
体操

17
フレイル
予防体操

18
レインボーズ

21
がんばらない
体操

22
楽生会

23
休み
天皇誕生日

24 25
卓球バレー

28

月 火 水 木 金
1
がんばらない
体操

2
フレイル
予防体操

3
パックイン
25

4

7 8
パックイン
25

9
楽生会

10
がんばらない
体操

11
パックイン
25

14
フレイル
予防体操

15 16
レインボーズ

17
レインボーズ

18
フレイル
予防体操

21
春分の日

22
体力測定

23
体力測定

24
体力測定

25
体力測定

28
体力測定

29 30 31

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。

★社協だより（2月号）は赤い羽根共同募金を財源に作成しております。

一般介護予防事業 ブま め か な ク ラ

行事予定表イベント

脳トレ 小物づくり

はじめよう！！健康革命★ 〜いつまでも元気で若々しく〜


