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令和元年５月 25 日発行
今月の題字
小島小学校
窪田 彩乃さん

おたすけサポーターの
皆さんです！

▲生活支援サービス「おたすけサポーターはなもも」の活動が広がっています。ちょっとした困りごとをお手伝いしています。
（関連記事は3ページ）

◉◉

も

◉ 福祉委員活動だより

く
他

じ

編集・発行

………………………… 2

◉ 生活支援サポート事業、脳トレ
◉ 平成31年度事業計画・予算
◉ 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。

………………… 3

他 ……………… 4〜5

……………………………… 6

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。

福祉委員活動だより
〜
﹁福祉委員﹂
って何をするの？ 〜
★福祉委員とは

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︶

15

福祉委員は︑区長の推薦に基づき社会福祉法人揖斐川町社会福
祉協議会長が委嘱します︒福祉委員は︑地域の方と共に福祉のま
ちづくりを推進し︑ご近所の方々を見守っていただく支援者の一
人です︒

30

★見守る段階
地域で生活している人︵施設入所者はおおむね対象外︶
・見守り台帳登録者
・ひとり暮らし高齢者
・高齢者世帯
・障がい者
・日中ひとり暮らし高齢者 ・その他︵状況による︶
地区の区長や民生委員︑ご近所の方と連携し︑無理のない活動
を心がけましょう︒

揖斐川町ボランティアセンター
（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

★見守り活動の内容

福祉のつどい開催のお知らせ

夏休みの期間を利用して︑福祉について学びませんか︒
時 分〜 時
︻期 間︼令和元年８月８日︵木︶
︻場 所︼地域交流センターはなもも 多目的室１
︻対象者︼町内の高校生以下の方
︻内 容︼アニマルセラピーの体験学習
︻参加費︼無料
︻申 込︼令和元年７月 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
から配付していただきます︒
12

鳥の鳴き声や赤ちゃんの声︑お琴を奏でる声帯模写を楽しみましょ
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︵金︶午後１時 分〜 小島公民館
揖斐地区 ６月 日︵木︶午前 時〜
揖斐公民館
北方地区 ６月 日︵金︶午後１時 分〜 北方公民館
内容 免疫力アップ︵声帯模写︶
講師 柿ノ木登 氏
10

◎日常的な見守り …
日常生活の中でさり気なく気に︵する︶留める
①新聞︑郵便物がたまっていないかの確認
②電気の点灯︑消灯︑カーテンの開閉等の確認
③洗濯物が干されているか︑取り込まれているか確認
④外を歩いているときの様子を確認︵田畑︑庭先など︶
⑤出会ったとき︑犬の散歩の時にあいさつ︑声かけ
⑥地域の集まりでの確認

②対象者の立場・気持ちになる
④見守り台帳の管理

13

30

30

◎定期的な見守り …
本人の了解のもと︑
定期的に声かけ・訪問する
①安否確認のための訪問
②登下校時のあいさつ︑声かけ
③ふれあいいきいきサロンに参加し声かけ
④広報や回覧板などの配布の時に声かけ

★活動における約束事
①秘密を厳守する
③無理をせず︑気長に

28 13

2

９時〜

月から活動を開始しています︒

時︵作業終了︶

分以内︵500

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。

円の中は、
ある法則に従って数字が並んでいます。
「？」に入る数字は何でしょう？

生活支援サポート事業のお知らせ
︵揖斐川町生活支援体制整備事業︶
〜
﹁安心な暮らしをみんなで支えるまち﹂
の実現にむけて〜

年

普段の暮らしの中でちょっとした困りごとを支援する生活支援サービス﹁おたす
けサポーターはなもも﹂が平成

年度の﹁生活支援サポーター養成講座﹂の

・ゴミ出し・電球交換・季節物の入れ替え・

︻活動内容︼

困りごとがありましたら︑一度ご相談ください︒

修了者も加わり︑より一層地域に密着した活動をめざして頑張っています︒何かお

を目的に活動しています︒現在は平成

続けられるように︑地域のサポーターがお手伝いし︑共に支え合い︑助け合うこと

﹁おたすけサポーターはなもも﹂は住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし

10

揖斐川支所

●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
令和元年5月27日（月）〜令和元年6月10日（月）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・・・・「おおさか、とくしま」
（30通の応募がありました。
ありがとうございました。
）

30

歳以上のひとり暮らし・高齢者世帯

︻問合せ・申込み︼
話

揖斐川町社会福祉協議会
電

０４１１
‐
１６７８
‐

▲全講座を受講された方に修了書をお渡ししました

30

買い物代行・室内掃除・草とりなど
・月曜日〜金曜日
︵祝祭日・年末年始除く︶
︵ゴミ出しは時間外対応︶
分︵100円︶または

・原則

円︶でできる軽作業

・

17
40

︵その他の方はご相談ください︶

65

FAX

3

10

23 23

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（春日・藤橋・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
・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
・社会福祉大会
・第三次揖斐川町地域福祉活動計画

ボランティア事業
・ボランティアセンターの充実
・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）

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
・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

4

平成31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317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

★養基小学校
…3,000円

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。

★(有)ニットウ石油
代表取締役 矢野正勝 様
…第49回JXTG童話賞
作品集 童話の花束 25冊

【平成31年3月1日
から4月30日まで】

６ 月７ 月の予定
６ 月10日（月）
11日（火）
12日（水）
25日（火）
26日（水）

フレッシュえがお（ボランティアの日）
春日おたっしゃ教室
坂内おたっしゃ教室
藤橋おたっしゃ教室
坂内おたっしゃ教室

７ 月 8 日（月）
9 日（火）
10日（水）
23日（火）
24日（水）

フレッシュえがお（ボランティアの日）
春日おたっしゃ教室
坂内おたっしゃ教室
藤橋おたっしゃ教室
坂内おたっしゃ教室

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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