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平成 30 年９月 25 日発行
今月の題字
揖斐高等学校
細野 葉月さん

夏休みチャレンジスクール
〜防災・救命〜

▲岐阜県広域防災センターに行き、段ボールで作られた避難用仮設テントを体験しました（関連記事は2ページ）
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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。

食品衛生講習会

︵共同募金配分金事業︶

▲岐阜県西濃保健所揖斐センターの
堀ゆかり氏による講演

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︒

〜食品の衛生管理と
食中毒予防について〜

８月 日︵火︶︑揖斐川町地域交流セン
ターはなももにおいて︑給食サービス事業
に協力いただくボランティアと︑サロンな
ど地域活動で主に喫茶を実施している方を
対象に食品衛生講習会を開催しました︒
今年も岐阜県西濃保健所揖斐センターの
堀ゆかり氏を講師にお招きし︑衛生管理に
ついてや食中毒の発生した事例を含め講演
していただきました︒手洗いを徹底し︑食
材は中までしっかり火を通すこと︒また︑
飲み残しのペットボトルは︑常温に置いた
ままにすると菌が増殖しやすいことなどを
学びました︒
お弁当の食
中毒は一度に
多くの人に発
生するので︑
給食サービス
や地域活動で
も食品衛生の
理解を深めて
いただき︑安
心︑安全な事
業にしていき
たいと思いま
す︒
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︵共同募金配分金事業︶

▲揖斐川町赤十字奉仕団の皆さん
から、非常食作りを教えていた
だきました

FAX：
（0585）56-0078
TEL：
（0585）
56-3700

夏休みチャレンジスクール

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）

ボランティアに
関する問合せ先

▲消防署から、頭をけがした場合
の応急手当法を学びました

夏休み期間中の７月 日︵火︶〜８月２日︵木︶に︑揖斐川町内の小学校５年生・６年生と
中学生を対象に夏休みチャレンジスクールを開催しました︒今年は８名の児童・生徒が参加し︑
防災︑救命をテーマに様々なプログラムを体験しました︒
１日目は︑揖斐川町の防災の取り組み︑避難所︑他市町や団体︑会社との協力体制などを学
びました︒災害時に無料で飲物が出てくる災害時用自動販売
機が身近にあるなど︑新しい発見もありました︒揖斐川町赤
十字奉仕団の皆さんには︑非常食作りを教えていただき︑お
かずも含めて４品作りました︒残すことなくおいしいと言い
ながら食べました︒また︑消防署からは救命蘇生法︑災害時
に多いけがの応急手当法︑毛布で担架を作ったり︑人をおん
ぶするときの安定した方法などを学びました︒
２日目は︑災害ダイヤルの体験︑非常持ち出し袋に必要な
ものを考えて詰めたり︑ペットが災害にあったらどうするか︑
赤ちゃんと一緒に避難するためにさらしで抱っこおんぶをす
る方法など︑実際に布などを用いて幅広く学ぶことができま
した︒
３日目は︑岐阜県広域防災センターで地震の体験︑煙体験︑
県の備蓄庫の見学などをしました︒その後︑日本赤十字社岐
阜県支部で７月にあった西日本豪雨災害の話を具体的に聞く
ことができました︒
最後︑グループワークで意見交換をしました︒子どもたち
からは﹁まず︑自分や家族の命を守ることが大切だと思っ
た﹂﹁家に帰ってから︑災害ダイヤルを聞いたらちゃんと録
音できていて︑実際の災害時には自信を持って使うことがで
きると思う︒家族で避難所を確認し︑非常持ち出し袋を作っ
た﹂と感想がありました︒今後も人とのつながりや助け合い
の心を持ち続けてくれることを期待しています︒
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春日デイサービスセンター

坂 内 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ーも み の 木

﹁夏祭り﹂
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▲お菓子釣りを楽しみました

坂内デイサービスセンターでは︑８月 日
︵火︶︑ 日︵水︶の２日間にわたり夏の恒
例行事﹁夏祭り﹂を開催しました︒
利用者の皆さんに感謝を込めて︑思い出に
残る夏祭りになるよう︑懐かしい屋台や景品
など準備しました︒盆踊りの音楽が流れる中︑
金魚すくい︑輪投げ︑魚釣りゲーム等楽しみ
ながら景品を獲得されていました︒最後には
炭坑節を踊り︑職員が利用者から振り付けを
教えてもらう場面も見られ︑今年も笑顔があ
ふれた素敵な夏祭りとなりました︒
参加していただいた利用者の皆さん︑
準備に
携 わ っ て く だ さ っ た 地 域 の 方 々 ︑本 当 に あ り
がとうございました︒来年もまた楽しい夏祭
りとなるよう計画していきたいと思います︒
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谷汲デイサービスセンター
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﹁納涼祭り﹂

▲流しそうめんを楽しみました

春日デイサービスセンターでは︑８月
日︵月︶〜 日︵土︶に毎年恒例の流
しそうめんを開催しました︒
青竹から流れるそうめんを薬味が入っ
たつゆにつけ︑喉ごし良く︑ツルッと食
べれる冷たいそうめんは格別に美味しく︑
﹁旨い！﹂と夏の風物を満喫されました︒
季節に応じての年間行事は︑その時季
の良さを活かしていますが︑その中でも
﹁流しそうめん﹂はとても喜ばれます︒
今回も無事に開催することができ︑﹁ま
た来年も食べたい！﹂と皆さんおっ
しゃっていました︒
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﹁夏祭り﹂

▲ビー玉ゲームを楽しみました

谷汲デイサービスセンターでは︑８月７日
︵火︶〜９日︵木︶の３日間にわたり﹁夏祭り﹂
を開催しました︒
例年屋台めぐりを中心にした夏祭りを実施して
いましたが︑今年はカフェ風のテーブルを囲んで
の夏祭りを計画しました︒日頃同じ席にならない
方と一緒にテーブルゲームやおやつタイムのお菓
子すくい︑お楽しみ抽選会などを楽しんでいただ
きました︒ゲームでは個人戦からテーブル対抗戦
と内容が盛りだくさんで︑皆さん緊張されている
様子もありましたが︑周りの応援に張り切って参
加してみえました︒おやつタイムでは話に花がさ
き︑利用者からは﹁楽しい時間はあっという間
だった﹂﹁普
段話したこと
のない人と話
が盛り上がっ
た﹂などの声
がありました︒
今までと
違った雰囲気
で夏祭りを開
催しましたが︑
最後まで盛況
のまま終える
ことができま
した︒

施 設 だより
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赤い羽根共同募金運動がはじまります
【運動期間】10月1日〜12月31日
今年も 月１日〜 月 日まで全国一斉に
赤い羽根共同募金が展開されます︒
この共同募金運動は︑戦後まもない昭和
年に始まり︑地域住民のご理解とご協力のも
と今年で 回目を迎えました︒共同募金会揖
斐川町分会では︑﹁赤い羽根共同募金﹂と
﹁歳末たすけあい募金﹂の２つの募金をあわ
せて共同募金と呼び︑一括しての募金をお願
いしています︒
皆様からお寄せいただいた募金は︑岐阜県
共同募金会を通じ︑岐阜県内の民間社会福祉
施設や社会福祉協議会に配分され︑地域の福
祉に役立てられます︒一人ひとりの力は小さ
くても︑たくさん集まると大きな力になりま
す︒この趣旨をご理解いただき︑地域の皆様
の共同募金へのご協力をお願いいたします︒
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さまざまな形で募金運動を実施します
戸別募金…………自治会を通じて、世帯ごとにお願いします。
法人募金…………町内の企業や法人にお願いします。
職域募金…………町内の団体、官公庁などの職域で呼びかけ、募金運動を実施します。
街頭募金…………町内のイベントや、店舗の前など街頭で募金運動を実施します。
イベント募金……イベントにあわせて募金運動を実施します。
学校募金…………町内の学校の児童・生徒に呼びかけ、募金運動を実施します。

岐阜県共同募金会

揖斐川町分会（社会福祉法人揖斐川町社会福祉協議会）

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9月25日（火）〜平成30年10月10日（水）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・・・『６＋５−４＋３＝１０』
（25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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次の文字を合体して
漢字2文字を
作りましょう！

王斗田米土

