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西濃学園高校
小栗 夕佳さん

（関連記事は、4ページ）

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。

◉ 会長就任・退任の挨拶

他 ………………………… 2

◉ 揖斐高等学校介護職員初任者研修
◉ 施設だより
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…………………………………………… 4

◉ 日常生活自立支援事業
◉ おしらせ／予定など
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編集・発行

会長就任の挨拶
月

会長

岡部

支え﹃あい﹄のまち

栄一

いびがわ﹂をめざして

日付けをもちまして社会福祉法人揖斐川町社会福祉協議会の

﹁誰一人取り残さない
このたび令和２年
25

月

会長退任の挨拶
このたび令和２年

がとうございました︒

前会長

富田 和弘

日付けをもちまして社会福祉法人揖斐川町社会福祉協議会の

祉﹂の更なる発展と充実を御祈念申しあげ︑退任の御挨拶とさせていただきます︒あり

揖斐川町社会福祉協議会に対しまして︑町民の皆様の御支援のもと︑﹁揖斐川町の福

い申し上げます︒

今後とも揖斐川町社会福祉協議会に対し変わらぬ御指導と御厚誼を賜りますようお願

たこと衷心より厚くお礼を申し上げます︒

在任中は公私にわたり格別の御温情を賜りお陰をもちましてその職責を果たし得まし

会長を退任いたしました︒
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お願い申しあげ︑会長就任にあたってのご挨拶とさせていただきます︒

一層の努力をいたす所存でございますので︑何卒ここに皆様の御理解と御協力を謹んで

す︒そのため︑誠に微力ではありますが︑役員の皆様とより密接な連携を図りながら︑

た変化を的確に把握し︑住民ニーズに応えるようにしなければならないと考えておりま

福祉に関するニーズは︑社会や時代の変化とともに刻々と変化しております︒そうし

社協として存在できるよう︑一層努力する必要性を強く感じております︒

沿って地域福祉の推進をすすめております︒町民の皆様に真に必要と感じていただける

本会では︑第三次地域福祉活動計画︵令和２年度から令和６年度までの５年間︶に

るとき︑社会福祉協議会が置かれている立場の重大さを改めて感じております︒

イルの変化等により︑多様化︑複雑化した課題が顕著化しています︒地域の課題を考え

会長の重責を担うことになりました︒近年︑少子高齢化︑地域交流の減少︑ライフスタ
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理事
会 だより

11月20日（金）第３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、理事候補
者の推薦について他１議案が上程され、いずれも原案のとおり可決されました。
また、同日、第２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、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。
11月25日（水）第４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、会長の選
定について上程され、会長に岡部栄一氏（新任）が選定されました。
12月18日（金）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、令和２年
度社会福祉法人揖斐川町社会福祉協議会補正予算（第１号）（案）について他１議案が上程さ
れ、原案のとおり可決されました。
12月25日（金）第３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、令和２
年度社会福祉法人揖斐川町社会福祉協議会補正予算（第１号）（案）について上程され、原案
のとおり可決されました。
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日︵金︶に本会職員が︑揖斐高等学校における介護

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。

上から見た図

●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

揖斐高等学校介護職員初任者研修

日︵火︶︑

〜睡眠に関するこころとからだのしくみと自立に向けた介護〜
揖斐高等学校
月

職員初任者研修の一環として︑生活環境科福祉コースの三年生︵ 名︶を

各グループで意見をまとめた後︑グループ毎に実演を交えて支援方法に

行いました︒

援のための情報収集︑必要な物︑どのように支援をしていくか話し合いを

眠を妨げる要因と安眠支援の方法について事例を用いて説明し︑利用者支

つのグループでグループワークを行い︑睡眠環境と適切な用具の活用︑睡

講義を中心に学んで頂きました︒１日目の後半と２日目は︑演習形式で５

１日目の前半は︑睡眠の基礎知識や高齢者の睡眠の特徴︑睡眠障害など

テーマに講義を行いました︒

対象に︑﹁睡眠に関するこころとからだのしくみと自立に向けた介護﹂を

26

ついて発表してもらいました︒発表後生徒から︑発表者の良いところ︑援
助の視点の補足等感想を頂きました︒
また︑研修後のアンケートで
は︑﹁実演を通してより深く睡
眠支援を学ぶことができた﹂
﹁本人の立場で考えることの大
切さを知ることができた﹂等多
くの感想がありました︒
睡眠支援に限らず︑福祉の活
動において本人に寄り添うこと
はとても重要です︒謙虚に︑真
剣に講義を聴き︑演習に取り組
み︑学習を深める姿勢は︑福祉
を志す専門職そのものと感じ︑

3

13

私たち自身も学ばせて頂く機会

令和３年1月25日㈪〜令和３年2月10日㈬ 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・・・台の上のネコ、三角コーンの色、愛ちゃんのまつげの数、ポニー
テールの女の子の影、右下の男の子の帽子の形、右上の先生のネクタイ、希望くんの口
（24通の応募がありました。ありがとうございました。）

●応募期間

10

となりました︒

▲演習形式のグループワークを行いました。

四角いブロックはいくつ
あるでしょう。

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。
●応募要項
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坂内デイサービスセンターもみの木

﹁クリスマスお楽しみ会﹂

12

坂 内 デイサービスセンターもみの木では ︑ 月
日︵ 火 ︶・ 日︵ 水 ︶に 今 年 度 最 後の締めくくり
として︑﹁クリスマスお楽しみ会﹂を開催しました︒
当日は︑職員によるビンゴ︑じゃんけん大会
で盛り上がりました︒館内には︑ 月の下旬よ
り利用者の皆様に制作していただいたクリスマ
スリースを飾らせていただきました︒
おやつにはクリスマスケーキを用意し︑利用
者の皆様は喜んで食べられていました︒
最後に職員で製作したクリスマスカードを贈
り︑リースと一緒に持ち帰っていただき家でもク
リ スマ ス 気 分
を 味 わって い
た だ きまし た ︒
今年のクリ
スマス会もと
ても楽しい会
となりました︒
これからも皆
さんの笑顔が
見られるよう
に︑楽しい催
し物を計画し
たいと思いま
す︒
15

16

11

春日デイサービスセンター
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﹁クリスマス会﹂
月 日︵ 月 ︶〜 日︵ 土 ︶に か け て ︑ ク リ ス
マス会を開催しました︒
職員による寸劇では︑感染症対策をテーマに
行いました︒分かりやすくコミカルに演じ︑笑
いの中にも命を守ることの大切さを理解して頂
きました︒
その他︑音楽療法士による音楽療法では︑ク
リスマスソングや唱歌を唄い︑それに合わせて
楽器を使って︑楽しく脳トレを行っていただき
ました︒
会場に飾られたクリスマスツリーや︑クリス
マスソングを
聴きながらク
リスマスケー
キを頬張り季
節の行事を満
喫していただ
きました︒
季節行事は︑
皆様にとても
心地よい刺激
となっており
ますので︑工
夫をして継続
していきたい
と思います︒
12

谷汲デイサービスセンター
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﹁クリスマス会﹂

くじ引きで景品を貰いました。

月 日︵ 水 ︶〜 日︵ 金 ︶の ３ 日 間 で ︑
クリスマス会を開催しました︒
事前にクリスマス飾りを利用者の皆
様と一緒に製作し︑当日はその飾りの
中でビンゴ大会を行いました︒皆さん
ドキドキした様子で一人ずつ番号を引
いて頂き︑景品を手にした時はとても
喜ばれていました︒クリスマス飾りも
﹁あの飾りは︑私が作ったものよ﹂と
嬉しそうに見つける方も見えました︒
昼食はクリスマスメニューを用意し︑
普段とは違った食事とケーキに目を輝
かせ︑美味しそうに食べてみえました︒
準備にも参加して頂くなど︑これか
らも皆様に楽しんでもらえるように行
事を計画していきたいと思います︒
12

利用者の皆様と職員で写真を撮りました。

ビンゴゲームで景品を貰いました。
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地域で安心して暮らせるよう支援します

日常生活自立支援事業
高齢者や障がいのある方々が、住み慣れた地域で安心して生活が送れるように、福祉サービス
の利用などにかかわる相談やお手伝いをし、その生活を支援する事業です。

Ａ

福祉サービス利用援助

福祉サービスが安心して利用できるようにお手伝いします
○福祉サービスの利用についての相談や情報提供
○福祉サービスの利用申込みに必要な手続き
○福祉サービスの利用料を支払う手続き
○福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き

B

日常的金銭管理サービス

毎日の暮らしに必要なお金の出し入れをお手伝いします
○年金や福祉手当の受領に必要な手続き
○医療費を支払う手続き
○税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
○日用品等の代金を支払う手続き

C

書類等預かりサービス

大切な書類や印鑑などを安全な場所でお預かりします
○年金証書
○定期預金証書
○権利証
○実印、銀行印など
※お預かりした書類等は貸金庫において保管します。
※お預かりできる定期預金証書の金額は、ひとつの金融機関
につき1,000万円までです。

・各地区の生活支援員、社会福祉協議会職員がお手伝いします。
・契約に至るまでの相談などは無料です。
・契約後の生活支援員によるお手伝いには次の料金がかかります（生活保護世帯は無料です）。
サービス内容

Ａ福祉サービス利用援助、Ｂ日常的金銭管理サービス

Ｃ 書類等預かりサービス

利用料金

１時間あたり1,000円
※１時間をこえると30分ごとに500円加算

１か月あたり500円

＜問合せ先＞

社会福祉法人揖斐川町社会福祉協議会

☎0585-56-3700

ふれあいいきいきサロン代表者交流会のご案内
今年度もサロン代表者の交流会を開催します。新たに立ち上げ予定
の方の参加もお待ちしております。
◆日時・場所
令和3年3月 2 日（火）
午前10時〜午前11時（揖斐、大和、清水地区）
午後1時30分〜午後2時30分（北方、小島、脛永地区）
（揖斐、大和、清水、北方、小島、脛永地区）
揖斐川町地域交流センターはなもも 多目的室1
令和3年3月 4 日（木） 午後1時30分〜午後2時30分
（谷汲地区）谷汲文化会館 ３階 大会議室
令和3年2月19日（金） 午後1時30分〜午後2時30分
（春日地区）春日保健センター
令和3年2月26日（金） 午後1時30分〜午後2時30分
（久瀬・藤橋・坂内地区）久瀬公民館
◆参加者 ふれあいいきいきサロン代表者（各サロン１名まで）
◆内 容 令和2年度 事業報告書について
令和3年度 事業計画及び補助金の申請について
5

〜「ふれあい
いきいきサロン」に
参加してみませんか〜
地域の誰もが気軽に参
加できるサロンです。
「サロンに参加してみた
いな」
「サロンを立ち上げ
たいな」
「サロンに参加し
たいけど、
どのような活動
をするのかな」などのご相
談は、
気軽に本会にお問い
合わせください。

社協だより「かけはし」
表紙の題字デザインの募集！
より町民に愛される広報紙をめざして「かけはし」題字デザインを募集します。

募集期間
応募資格
募集内容

著 作 権
選考点数
使用期間
提出方法

令和3年1月18日（月）〜令和3年2月26日（金）
町内在住、
在学、
在勤の方
(1)「かけはし」のかな文字で横書き
(2)サイズ 縦7cm×横24cm
幼児、
小学校の児童等は、
かけはし文字の白ぬき
用紙が社会福祉協議会に用意してありますので、
色塗りをしてください。
(3)書体や作成方法、
文字の色は自由です。
応募された作品は、
すべて社会福祉法人揖斐川町
社会福祉協議会に帰属します。
6点
令和3年5月25日号〜令和4年3月25日号（年6回）
応募用紙をご記入のうえ、
社会福祉協議会本部
または各支所まで提出してください。
（郵送可）

高齢者住宅
「はなもも」の
管理人を募集します
・募集人員：1名
・応募方法：履歴書を揖斐川町社会
福祉協議会本部へ提出
してください。
・応募締切：令和3年2月26日（金）
・選
考：面接の上決定します。
・採
用：令和3年4月1日
※詳細については、揖斐川町社会
福祉協議会本部までお尋ねくだ
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。

【令和２年11月1日から12月31日まで】

★匿名
（揖斐川）
……米210kg

★S・N様
（揖斐川） ★脛永第一永楽会
（揖斐川）
………米10kg
……………雑巾40枚

★匿名
（谷汲）
…………マスク30枚

※ご寄付いただいたマスクの配付を行っております。
希望者は社会福祉協議会までご連絡ください。

★廣瀬様
（揖斐川）
……米60kg

★匿名
（坂内）
……ごはん
19パック
味噌汁6袋

2 月 3 月の予定

2月 ８日（月）フレッシュえがお（ボランティアの日）
９日（火）おたっしゃ教室（春日）
１０日（水）おたっしゃ教室（坂内）
1６日（火）おたっしゃ教室（久瀬）
１７日（水）おたっしゃ教室（藤橋）
２４日（水）おたっしゃ教室（坂内）

3月８日（月）フレッシュえがお（ボランティアの日）
９日（火）おたっしゃ教室（春日）
１０日（水）おたっしゃ教室（坂内）
1６日（火）おたっしゃ教室（久瀬）
2４日（水）おたっしゃ教室（坂内）
３０日（火）おたっしゃ教室（藤橋）

※新型コロナウイルスの感染拡大により、開催を中止させていただくこともございます。

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）

谷汲デイサービスセンター

☎ 56-3630

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）

坂内支所・坂内デイサービス
センターもみの木

☎ 58-0008

高齢者住宅「はなもも」（坂内）

久瀬支所

☎ 52-2111
☎ 53-2662
☎ 53-0007

☎ 54-2288
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