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平成 30 年５月 25 日発行
今月の題字
小島小学校
窪田 莉さん

健康体操でいつまでも元気に！

▲坂内地区でのおたっしゃ教室の様子。スポンジを使って肩周りの体操を行いました。
（関連記事は 2 ページ）

◉◉
◉ 「かけ・ボラ」

も

く

本誌に対してのご意見・ご要望がございましたら、
下記までお寄せください。
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編集・発行
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◉ 脳トレコーナー ……………………………………
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◉ 平成30年度事業計画・予算
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◉ おしらせ／予定など ………………………………
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社会福祉法人

揖斐川町社会福祉協議会
TEL（0585）56-3700 FAX（0585）56-0078
http://www.ibi-syakyou.jp/
E-mail ik-syakyou@octn.jp
この社協だよりは、
共同募金の配分を受けて作成しています。

12日・26日

10月

10日・24日

11月

14日・28日

12月

12日・19日※

2月

13日・27日

3月

13日・27日

※第3水曜日

社 会 福 祉 協 議 会 では︑ボラン
テ ィア と ボ ラ ン テ ィア を 必 要
としている方を﹁かけはし︵コ
ーディネート︶﹂しています︒

夏休みチャレンジスクールの募集

︵共同募金配分金事業︶

夏休みの期間を利用して︑福祉について学びませんか︒
︻期 間︼平成 年７月 日︵火︶〜８月２日︵木︶３日間
︻場 所︼地域交流センターはなもも
︻対象者︼小学校５年生・６年生︑中学校１年生〜３年生
名程度︵申込多数の場合は抽選︶
︵３日間全て参加できる生徒︶
︻内 容︼防災入門
︻参加費︼無料
︻申 込︼平成 年７月６日︵金︶までに︑社会福祉協議会
本部及び各支所へ申込書を提出してください︵申
込期日厳守︶︒なお︑詳細及び申込書は︑各学校
31

から配付していただきます︒

福祉のつどい開催のお知らせ︵介護予防講師派遣事業︶

心も体も元気になるレクリエーションを楽しみましょう！
社協ボランティアのご協力による心あたたまる茶話会もあります︒
皆さん︑お誘い合わせてお越しください︒

小島地区 ６月７日 木 午後１時 分〜 小島公民館
(
)
揖斐公民館
揖斐地区 ６月 日 木( )午前 時〜
北方地区 ６月 日 木( )午後１時 分〜 北方公民館
内容 レクリエーション
講師 福祉レクリエーションワーカー 水野範子氏
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30

30

揖斐川ボランティア市民活動支援センター
（揖斐川町社会福祉協議会内）

TEL：
（0585）56-3700
FAX：
（0585）56-0078

ボランティアに
関する問合せ先
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おたっしゃ教室︵坂内地区︶

9月

20

〜閉じこもり防止及び生きがいづくり〜

8 日・22日

▲向かい合ってのミニゲームの様子

参加無料・
申し込み不要。
どの地区にお住まいの方でも
参加できます！

平成 年度から揖斐川町の委
託を受けて︑ 歳以上の方を
対象に介護予防教室﹁おたっ
しゃ教室﹂を坂内地区で開催
しています︒
教室はストレッチから始まり
手足の運動︑リズム体操︑道
具を使用した運動︑ゲーム形
式の運動など充実した内容で
す︒毎回 名ほどの参加があ
り︑和気あいあいとにぎやか
ながらも︑地区の運動会や文
化祭にも出演するほど熱心です︒参加者からの﹁もっと回数
を増やしてほしい！﹂という希望に応え︑今年度からは２回
開催しています︒皆様お誘い合わせてぜひご参加ください︒

8月

第２・第４水曜日
時〜 時 分
高齢者住宅はなもも 多目的ホール
運動のできる服装︑水分︑タオル

11日・25日

日 時
場 所
持ち物

7月

30

65

13日・27日

11

9 日・23日

15

6月

10

1月

29

「あい」のまちづくり〜
開催日

30
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事業計画・予算
社会福祉協議会
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社会福祉法人揖斐川町
〜みんなの笑顔があふれる

脳トレに寄せられた皆さんの声
30年間介護していた母が亡くなりました。
たくさんの方にお世話になり、今この時代
で本当に良かったと思っております。福祉
の方もどんどん進み、何もわからなかった
私からすると夢みたいです。これからは、
お手伝いの方に回りたいと思っています。
（50代 女性）
私もいつの間にか高齢者の仲間入り。い
つ福祉関係の皆さんにお世話になるかもし
れません。短期間ではありましたが、福祉
委員の時に学んだ知識を健康である限り、
地域福祉活動にいかしていきたいと思いま
す。
（70代 男性）
成人して会話が少なくなった息子と、
あーだこうだと言いながらやる事ができて
楽しい時間を持てました。家庭でも地域で
も顔を見て話すことが大切ですね。まず、
自分から明るくあいさつをするところから
心がけたいと思います。
（50代 女性）
高齢者・認知症の方々の利用活用制度
を！認知症になって運転免許証を返上させ
られた方の買い物用の足が懸念されますの
で、足の確保ができないかと思っています。
（70代 男性）

ボランティアで「手作りお弁当」に参加
しています。自分の料理のレパートリーも
ふえ、親しい仲間もできてよい時間となっ
ています。
（70代 女性）

現在の日本は、少子高齢化なので、ボラ
ンティア活動に積極的に参加をしたりして、
地域や社会に貢献できるようにしたいです。
（15歳 女性）

かけはしの題字が毎回楽しみです。最近、
子どものいろいろな事故が多く心配です。
何もできませんが、せめて、近所の子供た
ちを見守っていたいと思っています。
（70代 女性）

今月号のかけはしも楽しく拝読しました。
生徒さんによる題字も可愛らしくて、心が
温かくなりました。
（20代 女性）

まだまだ元気な両親ですが、いつか来る
かもしれない未来のために介護について考
えていかなければ！と記事を読んで思いま
した。
（30代 男性）

認知症予防等のための
「脳のトレーニング」
クイズです。
正解者の中から抽選で５名様に、図書カードをプレゼントします。
●応募要項
ハガキに答え・住所・氏名・年齢をご記入の上、下記までご
応募ください。また、社会福祉協議会に対するご意見、ご希
望もあわせてお寄せください。
●応 募 先
〒 501-1314 揖斐川町谷汲名礼 265 番地 43
揖斐川町社会福祉協議会 地域福祉係
●応募期間
平成30年５月25日
（金）〜平成30年６月８日（金）必着
※発表は、
図書カードの発送をもってかえさせていただきます。
※先月号の答えは・・・「さくらなみき」
（23通の応募がありました。
ありがとうございました。
）
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四角いブロックは
いくつあるでしょう。
●上から見た図

社会福祉協議会

「あい」のまちづくり〜

事業計画・予算

〈事業計画〉
法人運営事業

受託事業

・理事会、評議員会及び評議員選任・解任
委員会 開催
・監査
・職員研修の充実
・安定した財源の研究

＜揖斐川町から受託＞
・生活支援体制整備事業
・認知症地域支援・ケア向上事業
・介護予防講師派遣事業
・集いの場事業
・おたっしゃ教室（坂内地区）
・地域支援事業介護予防事業
（たにぐみ青春塾）（かすが青春塾）
・軽度生活援助事業
・介護予防ケアプラン策定業務
・高齢者住宅「はなもも」管理・運営事業
（坂内地区）
＜揖斐広域連合から受託＞
・要介護認定調査
＜岐阜県社会福祉協議会から受託＞
・日常生活自立支援事業
・生活困窮者自立相談支援事業
・生活福祉資金貸付事業

調査企画広報事業
・広報紙「かけはし」の発行（年6回）
・ホームページの充実を図り、事業内容を周知

地域福祉推進事業
・地域福祉活動の推進
・福祉委員研修会
・福祉機器貸与
・地域福祉推進助成事業
・相談事業
・いびがわ健康福祉フェア

ボランティア事業
・ボランティア市民活動支援センターの充実
・災害ボランティアセンター設置訓練及び研修会
・福祉協力校助成
（町内の小・中学校、
高等学校、
特別支援学校）
・生活支援事業

介護保険事業等
・居宅介護支援事業
2事業所（谷汲・春日）
・通所介護事業（デイサービス）
3事業所（谷汲・春日・坂内）
・訪問介護事業（ホームヘルプサービス）
1事業所（谷汲）
※サテライト事業所（春日・坂内）

障がい福祉サービス
共同募金配分金事業
・給食サービス事業
・バースデイサービス事業
・ふれあいいきいきサロン事業
・地域サポート事業
・障がい者支援事業
・福祉教育事業
・ひとり親家庭等支援事業

・居宅介護・重度訪問介護事業・同行援護
1事業所（谷汲）
・地域生活支援事業

その他の事業
・災害見舞金支給事業
・その他本会の目的達成に必要な事業
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社会福祉法人揖斐川町

平成30年度

〜みんなの笑顔があふれる

〈基本方針〉
だれもが安心して住み慣れた地域の中で、いきいきと暮らせるためには、地域の人々の積極的なかかわ
りによって、地域での結びつきを強め、助け合いの輪を広げ、支え合いの地域社会を構築することが大切
です。本会は、揖斐川町地域福祉活動計画の基本理念『みんなの笑顔があふれる「あい」のまちづくり』
を実現するため、住民、関係機関、行政と協働で地域福祉活動を積極的に推進します。
法人運営事業については、経営の安定を図るため、収入財源の研究、経費の節減、事務事業の見直し、
効率化を徹底するとともに、職員の研修と意識改革及び人材育成など組織基盤を強化し、安定した運営を
めざします。
地域福祉事業は、地域福祉活動計画に基づき、地域住民が中心となって協力し、助け合い、支え合える
地域社会をつくるため、住民主体の視点から協働のまちづくりや地域福祉に参加する人づくり、地域で支
える福祉サービスの充実などを推進します。
介護保険事業は、「個人の尊厳」を重視し、サービスを利用される方が、心身ともに健やかに過ごされ、
在宅で自立した生活を営むことができるように、質の高いサービスを提供します。
さらに、総合事業の施行に伴い、行政と連携し、地域の支え合い体制づくりを推進するとともに、要支
援者等に対する効果的かつ効率的な支援をめざします。
上記基本方針に基づき、次の事業を進めます。

平成30年度
収入

予算

２７４,９９１,０００円

274,991,000円

その他の活動による収入
サービス区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
5.3%

3.3%

2.7%

会費収入
寄附金収入
2.7%
0.1%

受取利息配当金収入
0.1%

障害福祉サービス等
事業収入
2.7%

274,991,000円

拠点区分間繰入金支出
5.3%

経常経費補助金収入
14.6%

積立資産取崩収入
2.1%
その他の収入
1.4%

支出

事業収入
0.2%

予備費
0.1%

支出

負担金支出
0.1%

介護保険事業収入
57.6%

その他の活動による支出
3.3%

固定資産取得支出
0.8%

受託金収入
7.2%

収入

サービス区分間繰入金支出
2.7%

人件費支出
68.2%

助成金支出
1.6%
事務費支出
5.5%

事業費支出
12.4%

〜理事会・評議員会だより〜
・3月19日（月）第5回社会福祉法人揖斐川町社会福祉協議会理事会が開催され、平成30年度事業
計画（案）、予算（案）、就業規程の一部を改正する規程（案）など12議案が上程され、いずれ
も原案のとおり可決されました。
・3月27日（火）第4回社会福祉法人揖斐川町社会福祉協議会評議員会が開催され、平成30年度事
業計画（案）、予算（案）、就業規程の一部を改正する規程（案）など8議案が上程され、いず
れも原案のとおり可決されました。
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平成30年度

揖斐川町社会福祉協議会では、 すべての町民が安心して暮らすことができる福祉のまちづくり
をめざして、地域福祉活動に取り組んでいます。社協の事業は、町民の皆様から寄せられた会費や寄
付金、共同募金、行政からの公費補助などによって支えられています。
多様化する福祉ニーズに対し、住民一人ひとりが福祉の担い手として地域福祉活動を推進するため、
町民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします

会

費（年額）

★一般会費（個人・世帯）
１口…………1,000円（１口以上）
★賛助会費（団体・施設・企業等） １口…………5,000円
※一般会費は、各地区区長の方々にご協力をいただきお願いしています。
（お願いする時期は地域により異なりますので、ご了承ください。）
※賛助会費は、6月〜7月にかけ各事業所様宛に、お願いのご案内を送付させて
いただきますのでよろしくお願いいたします。

「かけはし」題字デザイン
〜ご応募いただきありがとうございました！〜

社協だより「かけはし」表紙の題字デザインに389点もの応募がありました。ご協力いた
だきました一般の方、揖斐川町内の小中学校及び高等学校、幼児園、保育園、揖斐特別支援
学校、西濃学園の皆様ありがとうございました。
カラフルなデザインや工夫を凝らした作品など多くの作品の中から、厳選なる審査の結果
6点が選ばれましたので、今後の社協だよりの題字にご注目ください！

あたたかいこころ
こころあたたまる寄付をいただき
誠にありがとうございました。

★匿名（谷汲）････････････････････ 200,000円
★(有)ニットウ石油 代表者 矢野正勝 様
･･･第48回JXTG童話賞作品集 童話の花束 50冊

【平成30年3月1日
から4月30日まで】

６ 月７ 月の予定
６ 月 ６ 日（水）
8 日（金）
11日（月）
12日（火）
14日（木）
７ 月 9 日（月）

給食サービス（谷汲）
給食サービス（春日）
フレッシュえがお（ボランティアの日）
給食サービス（久瀬・藤橋）
給食サービス（坂内）
フレッシュえがお（ボランティアの日）

各支所・事業所電話番号
揖斐川支所（福祉総合支援センター内） ☎ 23-0411

藤橋支所（藤橋振興事務所内）

☎ 52-2111

谷汲デイサービスセンター

☎ 56-3630

坂内支所・坂内デイサービス
センターもみの木

☎ 53-2662

春日支所・春日デイサービス
センター（かすがモリモリ村内）

☎ 58-0008

高齢者住宅「はなもも」（坂内）

☎ 53-0007

久瀬支所

☎ 54-2288
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