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釣り堀ゲーム

イベント会場（山県市社協）

バルーンアート配布

まめかなクラブ体験

3月19日（土）開催、山県市社会福祉協議会（通称：山県市社協）新事務所完成記念イベント「お楽しみ感謝祭」の様子

これからはじまる、みんなの福祉
よーい、どん !!

　このイベントは、お子様からお年寄りの方まで、地域住民だれもが福祉を身近に感じてもらえるよ
うにという願いで開催しました。山県市社協は、今後も、地域の居場所として様々なイベントを企画
していきますのでぜひお気軽にご参加ください！



～令和４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

　寒さをしのいできた木々がいっせいに芽吹いて参
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。
　新しい本所事務所で新しい年度(令和4年度)を迎
え、心新たにしているところでございます。ところ
で、昨年度もまさしく「ウィズコロナ」と「感染拡大
と沈静化」に翻弄された一年ではなかったかと思っ
ております。そして、多くの事業・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。そんな中で「やまがた社会福祉大会」は規模を
縮小しながらも2年ぶりに開催できましたことは、
大きな喜びとするところでございます。
　また、このコロナ禍により社会経済活動なども低
迷状態でございますし、人との交流機会も激減して
おり、この社会構造から社会的孤立や生活困窮など
地域における福祉課題は、深刻化してきております。

そのため、地域の方々の交流や
相互の繋がりなど、地域コミュ
ニティの構築や地域ネットワーク活動などを積極的
に推進することが大切と考えております。更に、地
域の住民同士の繋がり・支え合いを工夫しながら、
その取り組みを地域の皆様と一緒に考え、地域共生
社会の実現を図りながら、コロナ禍でもできる交流
活動・居場所づくりの一環として、一般介護予防事
業「まめかなクラブ」を立ち上げ、高齢者の介護予防
にも取り組みを昨年度から始めております。
　またこの度は、多くの皆様のご理解とご協力によ
りまして、山県バスターミナル(山県ばすけっと)の
北隣に本所事務所が新築移転したことを契機に、心
機一転、新たな一歩として、山県市の社会福祉、特
に地域福祉を担う場所と位置づけ、地域の福祉課題
に皆様と一緒にしっかりと取り組んで参ります。更
に、介護保険事業におきましては、安心・安全を第
一に利用者様に寄り添いながら、経営の安定化と効
率的な運営を積極的に推進して参ります。
　山県市社協は、令和4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・ご協力をいただきますよう
心からお願い申し上げます。

会長あいさつ

　令和４年2月1日に、山県市社会福祉協議会新本所
竣工式が執り行われました。式典には、新本所の建設・
計画に携わった方々をお招きし、末永い繁栄を願い、
完成を祝いました。

令和4年2月に完成した本所事務所

写真左と右は式典の様子、中央は竣工記念の贈答花

山県市社会福祉協議会

新本所竣工式
を執り行いました
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このようなお悩みを持っている方が、地域の中で安心して暮らしていけるようお手伝いを
するサービスが、“日常生活自立支援事業”です。

こんなことに困っていませんか？

◦日常的金銭管理サービス
◦福祉サービス利用援助…
　（福祉サービス利用のための一連の援助や行政手続きなど）
◦書類等預かりサービス…
　年金証書、預貯金通帳、証書（保険証書、契約書など）、実印、

銀行印 等

そのお悩み、社協職員が一緒に解決します！

※利用申込の際は、新型コロナウイルス感染に伴う利用基準を
　ホームページでご確認ください。

HPアドレス http://www.y-shakyo.or.jp

★山県市高木933番地　岐阜市粟野から北へ約2㎞
　ふれあいプラザ（旧ショートステイあさひ）併設

西村歯科

山県市役所

高富トンネル
（至 岐阜市粟野）

周辺図

おひさま
個室対応の病児保育

 まずは
山県市社会福祉協議会 
0581-23-1211
までお電話ください！

印鑑や通帳を
失くすことが多いの。
いつも探すのに

時間がかかっちゃう。

お金の
やりくりが苦手。
ぜんぜん貯金が
できないなぁ…

 利用の対象	 山県市・岐阜市在住の概ね1歳児～小学校6年生までの病児・病後児

 利用日時 ◦月曜日から金曜日（国民の祝日、年末年始を除く）
	 ◦午前8時30分～午後5時30分

 利用料	 ◦一人当たり		日額	2,000円 （早朝・延長利用は、別途利用料がかかります）
	 ◦昼食（希望者のみ）	350円	利用登録済の方は、電話での利用予約ができます。

	 ☎	0581-23-2030	または	080-2661-7356

働くお母さんを
サポートします

福祉サービスの利用
の仕方が分からない…
だれか教えてくれない

かな…？
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現在6名のケアマネジャーが
在籍しております。

職員一人一人が、地域における
相談者の困りごとに対して、
柔軟な対応や提案をさせて

いただきます。

〈支援終了後〉 本日の支援の報告、
明日の訪問スケジュール確認

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（一時帰宅も可）

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（休憩）

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し報告。
　　　　 ○訪問スケジュールを確認する。
　　　　 ○身なりを整える。

本日の
業務は終了

　山県市社協のヘルパーは16名在籍しており、介
護福祉士は９名（56％）、勤続年数に関してはパー
ト職員は平均14年という皆さんベテランヘルパー
さんです。山県市全域のみならず、関市や岐阜市の
一部にも訪問しています。最近は障害支援の割合が
増えており、山県市で唯一の障害福祉サービス事業
所としての強みも活かして取り組んでいきます。

　みなさんは、ご自身やご家族の介護について知りた
いとき、誰に相談しますか？山県市社協の居宅介護支
援（ケアマネジメント）事業所では、みなさんが持つ介
護についての疑問や不安を解決し、要介護と認定され
た人が住み慣れたわが家で、その人らしい生活を送っ
ていただくための支援をめざしております。

私たちが日々、元気いっぱい働いています！
ご自宅への訪問介護はお任せください！

山県市社協で活躍するケアマネジャー

居宅介護支援（ケアマネジメント）事業

あるヘルパーさんの一日をご紹介します

社会福祉法人 山県市社会福祉協議会  訪問介護事業所・居宅介護支援事業所
山県市東深瀬696番地1  ＴＥＬ：（0581）23-1231

介護認定後の
支援体制

在宅介護支援は山県市社協に
おまかせください！

訪問介護（ホームヘルパー）事業

利用者・相談者

◦訪問看護
◦訪問介護
◦リハビリ
　テーション

◦デイサービス
◦福祉器具
　レンタル

など

相談窓口
ケアマネジャー
連絡　調整

サービス提供者
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【お問い合わせ】　デイサービスセンターやすらぎ　☎（0581）５２－２８００
miyama@y-shakyo.or.jp　山県市岩佐１１７７－１

市内で唯一、日曜日も利用できるデイサービス♪

デイサービスやすらぎ
デイサービスセンターやすらぎは市内で唯一日曜日も利用できる
デイサービスです★いつでも心に「やすらぎ」を感じていただける
デイサービスを目指しています。

  8:00　ご自宅へお迎え
  9:10　到着後コーヒータイム
　　　　看護師による健康チェック
　　　　朝の会
  9:30　入浴  おしゃべり  塗り絵等
11:30　食前体操、口腔体操
11:50　昼食
12:30　お昼休み
　　　　※お昼寝、テレビ、会話等

14:00　レクリエーション①
15:00　おやつ
15:20　レクリエーション②
　　　　※個別でリハビリおこなえます

16:00　帰りの会
16:20　ご自宅へ送ります

やすらぎの一日
　昨年度より、やすらぎでは「やすらぎコイン」という新
しい取り組みをしています。
　「やすらぎコイン」とは、やすらぎ内で獲得し利用する
コイン（通貨）です。下記のようなメニューを、ご自身で
取り組んだときに受け取ることができ、貯まったコイン
でプレゼントや喫茶サービスをうけることができるとい
うものです。
　コインを貯めるため、自ら進んでドライヤーをしたり、
洗髪をする方が増えています。目標を持つことで、日々
の活動に対する意欲が高まり、これからも元気に楽しく
やすらぎに来ていただければと思い、開始しました。
　意欲的な気持ちを大切にしながら、私たち職員も精一
杯応えていきたいと思います★

やすらぎコイン始めました!

どんなことをするとコインがもらえるの!?
◦自分で洗髪　　　◦自分でドライヤー
◦洗濯物たたみ　　◦枕カバー交換
◦お昼寝をしない　などなど
各項目につきやすらぎコインを１個お渡しします！
※項目は今後増やしていく予定です♪

コインを貯めるとどんなものがもらえるの!?
20コイン  喫茶サービス
50コイン  食料品やお菓子
100コイン  日用品やお菓子の詰め合わせなど

 プレゼント
※ポイントが貯まったらできる事も
　今後増やしていく予定です★

やすらぎは無料で体験ができますので、
ご興味がありましたらお気軽にご連絡くださいね♪

個人に合わせたメニューを

提案します！ 洗濯物
たたみ

ドライヤーで
自分の髪を
乾かす

枕カバー交換
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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

（令和4年1月1日～2月28日まで）

◦篠田時子
◦匿名5件（順不同・敬称略）

みなさまからご寄付いただいた食料は、
食品庫にて大切に保管させていただきま
す。食品庫では冷蔵・冷凍庫やエアコン
を完備して、衛生的に管理しています。

〜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4年1月1日〜2月28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式会社　◦世界心道教高富教会　　◦匿名１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〉

（令和４年1月1日～2月２８日まで）

◦谷合仏教会……………… 50,000円（美山地域へ）
◦匿名……………………………………… 50,000円
◦匿名………………………………………… 1,800円
◦有限会社平成　代表山崎早苗……………… 呼吸器
◦匿名……………… 洗剤・鍋・ウエットシートなど
◦匿名… 介護用レトルト食品100食（デイサービスへ）

　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（山県東深瀬店（旧 高富店）・佐
賀店・伊自良店・岩佐口店）で行っています！

―思いやりが集まる場所―

フードドライブへのご協力
ありがとうございます！

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  8,000円
（令和3年12月27日～令和4年2月28日現在）

(有)本荘塗装、匿名1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

723,000円
これまでの
寄付金総額

岩佐口店 4.2㎏ 山県東深瀬店（旧 高富店） 4㎏

Thanks  space

社協
新事務所に

『食品庫』が
できました

♥♥
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令和４年度 ボランティア活動保険 加入受付中！
ボランティア活動中のさまざまな事故による「ケガ」や「損害賠償責任」を補償します。
安心してボランティア活動をするために、保険の加入をおすすめします。

【補償期間】　加入手続き完了日の翌日午前０時から令和５年３月31日午後12時まで
【対象となるボランティア活動の条件】　本会にボランティア登録をして活動していること。
【加入手続き方法】
◦保険料を添えて、本会窓口にて加入手続きを行っ
　てください。
◦本会にボランティア登録していない場合は、当日
　登録用紙の記入をお願いします。

ボランティア活動保険に関する詳細

(https://www.fukushihoken.co.jp)

ふくしの保険

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
4月1日発行

NO.169

●団体… 75団体 （1803名）
●個人… 87名 （令和4年2月28日現在）題字　臼井 笑子さん（山県市谷合）

Thanks  space

みんなの畑活プロジェクトって？？

　高齢者、生活困窮者、ひきこもりの状態にある方など
働きづらさや生きづらさを感じている方々の社会参画の
機会を提供することを目的に、社会福祉協議会では気軽
に参加できる場のひとつとして畑で野菜づくりをしたい
と考えています。もちろん、地域の子どもから大人まで
誰でも参加OKで、畑作業だけでなく、収穫した野菜の
調理も一緒にしたいと計画しています。

令和4年度 みんなの畑
は た

活
か つ

プロジェクト

さつまいもを
作ったら…
やきいも？

スイートポテト？
大学いも？

夏野菜を
作ったら…
カレー？
そうめん？
ラタトゥイユ？

補償プラン 基本プラン 天災・地震補償プラン 特定感染症重点プラン

年間保険料 350円 500円 550円
保険料

1名あたり

新設

子どもから大人まで、誰でも参加できる畑を作りたい！

山県
バスターミナル

山県市社協

山
県
ば
す
け
っ
と 周辺図

みんなの畑活プロジェクトの
趣旨に賛同し、ご協力いただ
ける方を募集しています

◦畑を貸していただける方
　（休耕地でもOK！）
　山県市社会福祉協議会
　（山県市東深瀬696番地1）
　から歩いて行ける場所

◦畑作業の指導をして
　いただける方
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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。

8

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。

● ● 求 人 コ ー ナ ー  ● ●

開催時間
１０：00～15：00

イベント開催時間
❶10：45～11：45
❷12：45～13：45

都合により時間が前後する場合が
あります。

♨ぽかぽか足湯でリフレッシュ♨
（利用料は別途いただきます。）

対　象：
65歳以上の元気な高齢者
利用料：200円
体験も随時受け付けております！
お申込先：（0581）23-1211

開催日（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。）
火・木・金 ➡ 山県市社会福祉協議会（東深瀬696番地1）
原則、公共交通機関での来所をお願いいたします。

（山県バスターミナルより徒歩１分！）
特別な事情がある場合は送迎を行いますのでご相談ください。

一般介護予防事業 ブま め か な ク ラ

まめかなクラブ行事予定表

はじめよう！！健康革命★ 
〜いつまでも元気で若々しく〜

一緒に、
地域の福祉を

盛り上げましょう！

パ
ー
ト
さ
ん

◉休日等時給UP、交通費・有給あり、感染対策備品支給！

利用者様のご自宅で身体介護や家事援助をします。
時　　給：1,120円～（各種加算あり、介護福祉士UP）
勤務時間：都合のよい曜日、時間で働けます。（応相談）
※資格が必要です（介護福祉士、介護職員初任者研修、ヘルパー2級
のいずれか）。※自家用車による直行直帰勤務です。（車賃借料支給）
※最初のうちはベテランヘルパーが同行します。

ホームヘルパー
デイサービスで利用者様
の食事（20～30食程度）を
作ります。
時給：920円～
※無資格でもOKですが、経験

者大歓迎！

調理員

★お気軽にお問合せください。
☎ （0581）23-1231
　 （長屋・飯尾）

常
勤
さ
ん

ケアマネジャーの指導や地域多職種との連携等をします。
月　　給：232,000円～（前職加算・各種手当あり）

勤務時間：月～金 8:30～17:30

主任介護支援専門員

利用者様の
笑顔で

やる気倍増！！！

火 木 金
1
未定

5
❶体力・認知チェック
卓球バレー（13：30～）

7
❶がんばらない体操
❷体力・認知チェック

8
❶体力・認知チェック

12
❶がんばらない体操

14
卓球バレー（13：30～）

15
❶名札づくり

19
❶楽生会

21
❶名札づくり

22
❶がんばらない体操
卓球バレー（13：00～）

26
❶名札づくり

28
未定

29
昭和の日　お休み

火 木 金
3
憲法記念日　お休み

5
みどりの日　お休み

6
❷レインボーズ

10
❶マジック
パックイン25（13：30～）

12
パックイン25（13：30～）

13
❷がんばらない体操

17
❶ヤクルト教室

19
❶がんばらない体操

20
❶楽生会

24
❶がんばらない体操

26 27
パックイン25（13：00～）

31
未定


