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令和３年９月 25 日発行
今月の題字

北方小学校
小寺 ろなさん

（関連記事は2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。

◉◉
◉ 赤い羽根共同募金のお願い、脳トレコーナー
◉ おたすけサポーターはなもも
◉ 施設だより

…… 2

他…………………… 3

…………………………………………… 4

◉ 協定締結、福祉教育事業
◉ おしらせ／予定など

他………………………… 5

………………………………… 6
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おたすけサポーター はなもも
︵揖斐川町生活支援体制整備事業︶

▲サポーターのみなさん

〜認知症について理解を深めました〜

認知症サポーター養成講座＆認知症講座
︵認知地域支援・ケア向上事業︶
25
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〜新しいサポーターが増えました〜
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▼視覚障がいの体験

﹁おたすけサポーター はなもも﹂では︑普段の暮らしの中でちょっと
した困りごとをお手伝いしています︒今年度の﹁生活支援サポーター養
成講座﹂の修了者も加わり︑より一層地域に密着した活動をめざして活
動をしていきます︒何か困りごとがありましたら︑ご相談ください︒
︻活動内容︼
・ゴミ出し・資源ごみ出し︵エコドーム︶・買い物代行・室内掃除・
話し相手・見守りなど
・月曜日〜金曜日 ９時〜 時︵祝祭日・年末年始除く︶
・ 分︵１００円︶
分以内︵５００円︶
・原則 歳以上のひとり暮らし・高齢者世帯︵その他の方は要相談︶
・問合せ先 揖斐川町社会福祉協議会 揖斐川支所 電話23︲0411

▲傾聴ボランティアダンボ
揖斐川町赤十字奉仕団 認知症講座
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▲車いすの操作方法と体験

６月 日 金( ︑)北方小学校４年生を対象に︑久瀬診療所の小山医師︑後藤
医師︑松井看護師︑グループホームひまわりの田中施設長︑竹尾介護士を講
師にお招きし︑認知症サポーター養成講座を行いました︒
初めに︑久瀬診療所の医師︑看護師から︑認知症についてクイズ形式を取
り入れながら説明がありました︒その後︑ロールプレイでは︑グループホー
ムひまわりの職員が英ジイ︑竹バアに変装し︑認知症の方に対する接し方・
声かけの仕方について︑児童を巻き込みながら寸劇を行い楽しく学びました︒
７月 日 月( ︑)傾聴ボランティア﹁ダンボ﹂・揖斐川町赤十字奉仕団の役
員を対象に︑久瀬診療所の児玉医師︑松井看護師を講師にお招きし︑認知症
講座を行いました︒
初めに認知症についての正しい知識を学んだ後︑漫画を題材に認知症の人
が見ている世界や家族︑ケアする人の見ている世界を考え︑相手の気持ちに
寄り添うことが大切であることも学びました︒みなさん真剣に講義を聞かれ︑
質疑応答では︑地域での認知症の方への対応方法を教えていただきました︒
この講座を通じて︑認知症の方への理解や接し方を学んでもらうことがで
きました︒

▲北方小学校
認知症サポーター養成講座
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〜養成講座全7回〜

災害時における協力体制に関する
協定書の締結について
福祉教育事業︵谷汲小学校︶

福祉委員の方に
委嘱状を交付しました

︵福祉委員事業︶

5

︵共同募金配分金事業︶
20

災害ボランティアセンター事業

▲清水地区

令和３年４月から６月にかけて︑各地区
の福祉委員会︑福祉連絡会︑福祉懇談会に
て︑令和３年度新しく福祉委員に選任され
た方へ︑委嘱状の交付と福祉委員の役割に
ついて説明を行いました︒また︑区長︑民
生委員・児童委員︑福祉委員の三者で情報
共有を行い︑今後の活動についても話し合
いが行われました︒
コロナ禍により︑会議の開催時間が短い
ため︑充分な話し合いはできませんでした
が︑出席者の方からは︑﹁三者の情報交換
や連携は必要であることを改めて認識する
会議になった﹂という声がありました︒
今後も関係機関と連携を行い︑﹃誰一人
取り残さない支え﹁あい﹂のまち﹄づくり
を地域の皆さんと一緒に推進していきます︒

▲委嘱状交付

谷汲小学校４年生 名を対象に︑高齢者疑似体
験学習を行いました︒
初めに︑本会職員より高齢者や高齢化率など揖
斐川町の現状について説明を行いました︒
また︑子どもたちには︑高齢になると心や体が
どのように変化するか発表してもらいました︒
その後︑２人１組で高齢者疑似体験の装具を付
けた体験者と介助者に分かれ︑新聞めくりや段の
上り下りなど７種類の体験をしました︒﹁文字が
見にくく︑字も書きにくかったので︑お年寄りの
気持ちになって接していきたい︒高齢者は自分の
思うようにできず︑ストレスを感じることも多い
と思うので優しく手伝ってあげたい︒﹂など︑体
験を通して︑高齢者への理解が深まり︑高齢の方
への接し方などを勉強することができました︒

▲装具を使い高齢者疑似体験を
行いました。

８月２日︵月︶揖斐川町役場において︑揖斐
川町︑大垣青年会議所︑本会の３者による︑
﹁災害時における協力体制に関する協定﹂を締
結しました︒
この協定は︑揖斐川町内で自然災害等住民の
生命︑身体及び財産に重大な被害が生じる事態
が発生した際に︑本会が開設する災害ボラン
ティアセンターの運営に関して︑揖斐川町及び
本会が被災者の生活に関する支援・協力を大垣
青年会議所に要請し︑総合的な支援活動等の協
力体制の構築を 図 る こ と を 目 的 と し て い ま す ︒
災害ボランティアセンターの立ち上げは︑被
災者にとって復興に向けた第一歩となる大切な
支援として欠かせないものです︒今後も︑各関
係機関と連携し︑安全で住みよい災害に強い地
域づくりを進め て ま い り ま す ︒

▲災害時における協力体制に関する
協定を締結しました。

ひとり親家庭等支援事業（共同募金配分金事業）

１．対 象 者：町内在住で、次のいずれかに該当し、
支援を希望される世帯の子ども（0〜18歳）
①母子家庭等世帯の子ども
②父子家庭世帯の子ども
２．支援内容：子ども1人あたり、2,000円分の図書
カードを贈ります。
３．申込方法：社会福祉協議会本部または各支所まで
お申込みください。
４．申込締切：令和３年10月2８日（木）
５．配
付：12月に配付する予定です。
※詳細は社会福祉協議会・地域福祉係（☎23-0411）
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３年7月1日から8月31日まで】

★匿名（揖斐川）
…服、ズボン各4着、肌着1着

★廣瀬様（揖斐川）
………………米60kg

次のとおり職員を募集します

◎介護職員

令和4年度採用

採用人数：若干名
応募資格：介護福祉士、介護職員初任者研修等の
資格を有する方が望ましい
勤 務 先：揖斐川町社会福祉協議会
通所介護事業所（デイサービスセンター）
申込方法：履歴書（市販の用紙）
、有資格者の場合
は資格証明書
（写し）
を添付し、揖斐川
町社会福祉協議会地域福祉総務課まで
提出してください。
受付期限：令和3年10月25日（月）まで ※必着
採用試験：令和3年11月中旬（予定）
試験会場：揖斐川町谷汲文化会館
試験内容：面接、作文、一般教養
採用合格発表：令和3年11月下旬（予定）
採用予定日：令和4年4月1日
問合せ先：地域福祉総務課（担当：古野、松井）
☎５６−３７００

デイサービスセンター看護師急募！
臨時職員

★匿名（谷汲）…………マスク50枚、巾着袋15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。

10月 6日（水）
１2日（火）
１3日（水）
18日（月）
１9日（火）
２6日（火）
２7日（水）
中旬
中旬
中旬

勤 務 地：春日デイサービスセンター
勤務日数：週2日程度
勤務時間：6時間程度
必用資格：看護師又は准看護師
問合せ先：地域福祉総務課（担当：古野、松井）
☎５６−３７００
気軽に せ
合わ
問
お い い。
さ
くだ

10 月11月の予定

おたっしゃ教室（久瀬）

11月 8日（月） フレッシュえがお（ボランティアの日）
おたっしゃ教室（春日）
9日（火） おたっしゃ教室（春日）
おたっしゃ教室（坂内）
10日（水） おたっしゃ教室（坂内）
フレッシュえがお（ボランティアの日）
16日（火） おたっしゃ教室（久瀬）
おたっしゃ教室（久瀬）
１7日（水） おたっしゃ教室（久瀬）
おたっしゃ教室（藤橋）
２4日（水） おたっしゃ教室（坂内）
おたっしゃ教室（坂内）
30日（火） おたっしゃ教室（藤橋）
ミニ運動会（谷汲デイサービスセンター）
喫茶会（春日デイサービスセンター）
中旬
ミニ運動会（春日デイサービスセンター）
※新型コロナウイルスの感染拡大により、
運動会（坂内デイサービスセンターもみの木）
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）

☎ 52-2111

谷汲デイサービスセンター

☎ 53-2662

☎ 56-3630

坂内支所・
坂内デイサービスセンターもみの木

春日支所・春日デイサービスセンター
☎ 58-0008 高齢者住宅「はなもも」（坂内）
（かすがモリモリ村内）
久瀬支所

☎ 53-0007

☎ 54-2288
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