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平成 30 年７月 25 日発行
今月の題字
大和地区
五十川 文子さん

▲生活支援サポーター第2回定例会（5月31日）「ちょっとした困りごと」をお手伝いする有償ボランティ
ア「おたすけサポーターはなもも」の皆さんです。毎月定例会を開催し、熱心に話し合いを行いました。
（関連記事は3ページ）
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◉ 平成29年度事業・決算報告
◉ おしらせ／予定など

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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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。

▲テニスボールを使って足の体操

いびがわ健康福祉フェア2018

〜ヒューマンネットワーク︒人と人とのつながりを広げよう〜

▲ガイドヘルパーによる視覚障がい体験コー
ナーでアイマスク体験をしている様子

かすがモリモリ健康教室

2 月12日

５月 日︵日︶︑揖斐川町地域交流センターはなももにおいて﹁いびが
わ健康福祉フェア2018﹂が開催されました︒
今年は︑大ホールを使ってオープニング・講演会を行いました︒講演会
にはmottoひょうごの栗木剛氏をお招きし︑﹁認知症になっても住み
慣れた町のみんなと暮らすために﹂をテーマに講演をしていただきました︒
講演後は︑他会場の展示物や︑体験︑バザー︑認知症カフェ等にも大勢の
来場者に来ていただくことができました︒今年は︑雨模様の中での開催で
したが︑多くの方々の協力により︑健康と福祉についてふれあっていただ
くことができました︒
今後も各種施設・団体や住民が助け合い︑支え合える町づくりを推進し
ていきます︒
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〜体幹をきたえ︑心も体もリフレッシュ〜

3 月12日
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春日地区で開催している健康教室は︑前年度は６月から 月の
半年間開催しましたが︑今年度は１年間開催しています︒
健康教室では︑全身のストレッチ︑気血やリンパの流れを整え
てから︑上肢や下肢の筋力を鍛える体操をします︒これにより体
幹が鍛えられ自然と正しい姿勢︑立ち方︑歩き方が改善されます︒
ゆったりした音楽にあわせて楽しく体を動かすことは脳トレにも
なり︑心も体もリフレッシュできます︒
４月 日の開校式では︑講師から﹁自分の体を分析できること︑
気づけることも大切︒悪い所もあるけどいい所もいっぱいあるは
ずなので︑自分の絶好調を見つけて元気になりましょう﹂とのお
話がありました︒ひとりでは無理でも仲間と続けると長続きしま
す︒参加無料︑申し込み不要︒どこにお住まいの方でも参加でき
ます︒是非一度覗いてみてください︒お待ちしております︒

1月8日

時

12月11日

日

11月13日

所

10月 9 日

場

9 月11日
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8月7日

持ち物

開催日

第２火曜日
午後１時〜午後３時
かすがモリモリ村内
リハビリ室
運動のできる服装︑
水分︑タオル

▲mottoひょうごの栗木剛氏による講演

事業計画・予算
社会福祉協議会
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▲全講座を修了された方に修了書を
お渡ししました

脳トレに寄せられた皆さんの声
健康福祉フェアに参加していろいろ体験
するのが楽しみです。自分の健康バロメー
ターにもなります。
（60代 女性）
僕は学校へ行く途中、横断歩道の所でい
つもサポーターとして見守ってくれるおじ
いちゃんやおじさんに、元気いっぱいに
「おはようございます」と言うように心が
けています。そうすると、みんな笑顔なの
で嬉しいです。
（8代 男児）

「いびがわ健康福祉フェア」へ子供と行
きました。こうした機会を通して、少しで
も子供たちが健康や福祉について知ってく
れるといいなあと思いました。
（40代 女性）

自分も年齢を積み重ねてきてみて、社会
福祉にもっと興味をもって福祉に理解して
協力したいです。
（60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7月25日（水）〜平成30年8月10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・・・『7個』
（10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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3つの○に、
「＋、−、÷、×」の
いずれかを入れて、
計算結果を10に
してください。

６〇５〇４〇３

生活支援サポート事業のお知らせ

19

︵揖斐川町生活支援体制整備事業︶

４月 日︑昨年度実施しました揖斐川町生活支援
サポーターを養成する﹁福祉講座﹂全７講座を受講
された方に修了書が授与されました︒修了式の後に
は︑今後揖斐川町で生活支援活動を発足させるため
﹁おたすけサポーターはなもも﹂を結成しました︒
﹁おたすけサポーターはなもも﹂は︑地域住民が
抱える日常生活のちょっとした困りごとなどに対し︑
できる範囲でお手伝いを行うボランティアグループ
です︒
これからの本格的な活動に向けて定例会を開催し︑
サポーターのみなさんと具体的な話し合いをおこ
なっていきます︒活動内容等につきましては︑決定
次第広報等でお伝えします︒
住民同士がお互いに支え合う地域社会の実現に向
け取り組んでおりますので︑ご期待ください︒

社会福祉法人揖斐川町

社会福祉協議会 事業・決算報告
【法人運営事業】

【受託事業】

・理事会（5回）・評議員会（4回）
・評議員選任・解任委員会（1回）・監査（1回）
・会費の依頼（一般会費・賛助会費）

＜揖斐川町＞
・揖斐川町生活支援体制整備事業
・認知症地域支援・ケア向上事業
（23回 参加者576名）
・集いの場事業
・介護予防講師派遣事業
サロン（109回 参加者1,322名）
サロン代表者交流会・福祉のつどい 他
（12回 参加者519名）
・おたっしゃ教室事業（坂内地区）
（12回 95名）
・軽度生活援助事業
（登録者1名 延べ回数46回）
・地域支援事業介護予防事業
（たにぐみ青春塾）
（48回 延べ人数204名）
＜揖斐広域連合＞
・要介護認定調査
要介護認定に必要な事項の訪問調査

【調査・企画・広報事業】
・社協だより「かけはし」発行（6回）

【福祉推進事業】
・福祉委員研修会（11地区 参加者363名）
・揖斐川町福祉委員会（3回 参加者59名）
・各地区福祉委員会及び福祉連絡会等
（26回 参加者708名）
・福祉機器貸与事業
（車椅子 更新12台・短期間19台）
・地域福祉推進助成事業（11地区自治会）
・ボランティア団体への助成（2団体）
・いびがわ健康福祉フェア実行委員会への助成

【ボランティア事業】
・災害ボランティアセンター事業
（揖斐川町社会福祉協議会防災訓練）
・ボランティア市民活動支援センターの運営
・福祉協力校指定・助成
（小学校7校、中学校3校、小中学校1校、
高等学校1校、特別支援学校1校）
・生活支援事業
支援員養成講座（春日地区 参加者25名）

【介護保険事業】
・居宅介護支援事業 2事業所（谷汲・春日）
介護プラン作成（2,176件）
予防プラン作成（596件）
・訪問介護事業 1事業所（揖斐川）
訪問介護サービス
（利用者45名 延べ回数4,410回）
・通所介護事業 3事業所（谷汲・春日・坂内）
通所介護サービス
（利用者104名 延べ回数11,912回）

【障がい福祉サービス事業】
【共同募金配分金事業】
・給食サービス事業
（申請者数183名 延べ人数1,236名）
・バースデイサービス事業
（80〜90歳ひとり暮らし高齢者341名）
（91歳以上高齢者321名）
・ふれあいいきいきサロン事業
自主サロンへの助成 82サロン
・地域サポート事業（延べ人数1,421名）
・障がい者支援事業（1回 参加者121名）
・福祉教育事業（5校 9回）
（揖斐小学校・小島小学校・谷汲小学校・
春日小学校・揖斐川中学校）
・ボランティアスクール事業
（受入施設6施設 参加学校5校 延べ人数102名）
・ひとり親家庭等激励事業
図書カード贈呈（137世帯 209名）

・居宅介護事業 1事業所（揖斐川）
居宅介護サービス（利用者14名）
居宅介護（延べ回数2,036回）
移動支援（延べ回数307回）

【高齢者住宅「はなもも」事業】
（揖斐川町）
・住宅管理業務（入居者10名）

【その他の事業】
・生活福祉資金貸付事業（貸付件数5件）
・日常生活自立支援事業（利用者3名）
・生活困窮者自立相談支援事業
（支援延べ人数30名）
・災害見舞金支給事業（見舞金1件）
・職員研修会の実施
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平成29年度
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社会福祉法人揖斐川町

車いすを貸出しています
社会福祉協議会では、日常生活に支障のある在宅者に対して福祉
機器の貸出をしています。
【貸 出 機 器】 車いす（自走用・介助用）
【貸出対象者】 日常生活に支障のある在宅者で、揖斐川町にお住まいの方
（公的制度の認定を受けている方はご相談ください）
【貸 出 期 間】 1年間（1年を超えて引き続き貸出を希望する方は、更新手続きが必要です）
【利 用 料】 無料（ただし、返却時に消毒料を実費負担していただきます。
平成30年7月現在 5,000円）
※冠婚葬祭や、旅行、入退院時で一時的に利用を希望される方につきましては、無料で短期貸出
（1週間程度）をしています。返却時の消毒料は不要です。
※詳細については、揖斐川町社会福祉協議会 揖斐川支所（23-0411）までお問合せください。

理事会・評議員会だより
◆5月23日（水）第1回理事会が開催され、平成29年度の事業報告及び会計決算が承認されました。
また、理事候補者の推薦について等4議案が上程され、原案のとおり可決されました。
◆6月11日（月）第1回定時評議員会が開催され、平成29年度の事業報告及び会計決算が承認され
ました。また、理事の選任について上程され、原案のとおり可決されました。

食品衛生講習会のお知らせ
食の安全に関する最新情報や、食品の取り扱いの再確認をしましょう。
日 時：平成30年8月28日（火） 午後1時30分〜午後3時
場 所：地域交流センターはなもも 1階 多目的室1
対象者：給食サービス事業で調理・配達をお願いしているボランティア及び食品衛生に関心の
ある方（会食やコーヒーサロン実施サロン）
内 容：「食品の衛生管理と食中毒予防について」
講 師：岐阜県西濃保健所揖斐センター 生活衛生課担当主幹 堀ゆかり 氏

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（揖斐川）････････････3,000円
【平成30年5月1日から6月30日まで】

各支所・事業所電話番号

８ 月９ 月の予定
8 月20日（月）
上 旬
〃
下 旬
9 月 2 日（日）
10日（月）
下 旬
〃

フレッシュえがお（ボランティアの日）
夏まつり（谷汲デイサービスセンター）
納涼会（春日デイサービスセンター）
夏まつり（坂内デイサービスセンター）
揖斐川町総合防災訓練
フレッシュえがお（ボランティアの日）
消防訓練（谷汲デイサービスセンター）
ミニ運動会（春日デイサービスセンター）

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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