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今、私たちにできること
地域の支え合いでコロナを乗り越える

─今回の表紙─
本郷カフェのスタッフが、
コロナ禍のなか、
見守り活動を行っています。
感染予防を行いながらの、活動後の一枚。

本郷カフェの場合
月に１回本郷カフェ（東小学校区）を開催！
一番大切にしている活動は月に３回の見守
り訪問です。地域から孤立をなくすために、
３チームに分かれて訪問しています。

①
見守りポイント

②
見守りポイント
「きゅうり、ちゃんと収穫できてるから

③
見守りポイント

大丈夫やね」

毎 回 、見 守り記 録を

※直接会えなくても、庭や畑の状態な

つ け て、メン バ ー で

どをさりげなく見守ります。

情報を共有します。

特集

会話は楽しくさりげなく♪

今 、私たちにできること 地 域
「こんにちは！お元気ですか？」
「お話しできて楽しかったよ。また来てね。」
災害時要援護者・避難行動要支援者を中心
に訪問しています。
社会福祉協議会は、地域のボランティア団
体、地域包括支援センター、介護保険事業者
などと連携しながら、支援が必要な状態に
なっても、安心して暮らせるまちづくりに取
り組んでいます。
見守りを希望される方や地域に心配な方が
いましたらお気軽にご相談ください。

社協の場合
❷

須賀っとサロンの場合

月に1回須賀っとサロン（北小学校区）を開催！
子育て世代や小中学生も巻き込んだ地域づくりを
目指しています。

活 動 ポ イント

①

コロナでサロンが休みでも、訪問して体
調を確認します。
「サロンの再開、楽しみにしているよ♡」

②
活 動 ポ イント
支援が必要な人も大切な地域の一員！
ちょっとしたお手伝いがあれば、地域で暮らし続けることができます。

③
活 動 ポ イント

「○○さん、調子はどう？」
「スーパーで見かけたから大丈夫だよ」
ミーティングで地域の方の情報を共有します。

の 支えあいでコロナを乗り越える
社協からのメッセージ
さりげない

見守り

地域交流の場

サロン

今だからこそできることを・
・
・
新型コロナウイルス感染拡大により、サロンや地域活動
ができず、支援が必要な人の孤立が懸念されます。
社協では、地域の皆さんと一緒にお互いに支え合う地域
づくりに取り組んでいます。普段の挨拶、ひとり暮らし高齢
者やサロン参加者へのお宅訪問、ごみ出しや買い物などの
ちょっとした活動が地域を支えます。
生活支援コーディネーターが地域の実情にあった活動を
皆さんと一緒に考えます。活動に関する相談や気にかけて
いる人への支援方法など何でもお問い合わせください。

生活支援コーディネーター
高木より

ちょっとした

助け合い

生活支援コーディネーターは

『地域をつなぐプロ！
！』
・地域活動と専門的な制度をつなぐ
・地域活動と支援が必要な人をつなぐ
・地域のネットワークづくり
・サポーターの養成
・サービスの開発 など
社会福祉協議会

☎058-240-2100

❸

私にできること、大切な人に必要なサービスはありますか？
令和元年度

事業報告
…赤い羽根共同募金配分金活用事業

福祉推進事業
社協ぎなん(広報紙)発行（年４回）
社会福祉大会（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
福祉協力校事業（6保育所、
４小中学校）
ボランティア活動保険助成事業（加入総数 637人）
外出支援事業（28件）
福祉機器貸出事業（車いす 27台、介護ベッド8台）
生活一時金貸付事業（8件）
食糧支援件数（19件）
生活支援等事業助成金事業
新規助成団体（5団体）
運営費助成金（37団体）
介護用品（紙おむつ）助成事業（49件）
ちょいボラ手帳事業（登録者数341人）
NEW

子どもの学習支援事業（18回、6人、のべ77人）
いきいきまちづくり・多世代交流事業（551人）

生活支援サービス等事業（町受託事業）
生活支援サポーター養成講座（3回、165人）
ちょいボラ交流会（1回、95人）
がやがやカフェ（4回、62人）
がやがやミニ会議（1回、26人）
生活支援活動団体懇談会（32団体、199人）
生活支援協議会（3回、21人）
家族介護教室（4回、156人）
認知症カフェ（43回、1,507人）
認知症高齢者捜索模擬訓練（１回、116人）
地域・事業所認知症サポーター養成講座（３回）
町内小学校での認知症サポーター養成講座（3回）

心配ごと相談所事業（町受託事業）
心配ごと相談（民生委員、臨床心理士、社協職員）
人権相談
行政相談
法律相談（弁護士）
不動産相談

❹

（延相談件数 99件）

みんなで作るぎなんの福祉！

生きがい福祉促進事業（町受託事業）
老人体育大会、囲碁将棋大会
グラウンドゴルフ大会、余技作品展の開催

宅配貸出サービス事業（町受託事業）
町図書館への来館が困難な方への
図書宅配貸出サービス事業

岐阜県社会福祉協議会受託事業
日常生活自立支援事業
福祉サービスの利用援助、日常生活の金銭管理
書類預かり事業（利用者6人）
生活困窮者自立支援事業
生活福祉資金貸付事業（相談件数 37件）

居宅介護支援事業
ケアプラン作成（159件）
要介護認定調査（61件）

令和元年度

決算

介護保険事業収入
2,221,840円
会費・寄附金収入
4,567,406円

その他の収入
923,340円

居宅介護支援事業
6,259,316円

福祉推進事業
6,599,435円

受託金収入
17,351,181円

収入の部
経常経費補助金収入
14,635,698円

総額

39,699,465円

支出の部

受託事業
12,490,228円

総額

法人運営事業
14,420,281円

39,769,260円
❺

編集・発行

あたたかいお気持ちありがとうございます。

寄附

職員募集
一緒に地域福祉を盛り上げ
ましょう！

7月から自治会のご協力で会
員募集を行っています。会費の
納入にご協力をよろしくお願い
します。

岐南町社会福祉協議会は、次
のとおり職員を募集します。

一般会費 １口 1,000円
賛助会費 １口 1,000円

町内の地域福祉事業に活用さ
せていただきます。

（敬称略、順不同）

㈱加藤鉄工バーナー製作所 4,220円
匿名

2,694円

岐南町野中昭和会
匿名

書籍11冊

法人会費 １口 5,000円
特別会費 １口 10,000円

会費は社会福祉協議会窓口
でも受け付けています。

岐南町社会福祉協議会
▲野中昭和会様

☎058-240-2100

「もったいない」の気持ちが「ありがとう」にかわる

ご家庭に眠っている食品はありませんか？
１個でもＯＫ！例えばこんな食品を集めています！

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が
大幅に減少し、ライフラインである食の確保ができ
ない世帯が増加しています。
社会福祉協議会は、ご家庭や事業所から食品の寄
附を募り、生活に困っている方などに無償で食料を
お渡しするフードバンク事業を開始しました。多くの
皆さまのご協力をお願いします。

〇お米（玄米など）※前年度産まで
〇レトルト食品（カレー、カップ麺）
〇缶詰（肉・魚・野菜・果物など）
〇乾物（パスタ、
うどん、蕎麦など）
〇乳児用食品（粉ミルク、離乳食など）

〜事業イメージ〜
フードバンク

Sorry! 以下のものは受け入れできません

× 賞味期限が明記されていないもの
× 生鮮食品
× 常温保管できないもの
× 破損して中身が出ているもの・開封済のもの

生活に困っている方

社協ＨＰ⇒

一般家庭
独居高齢者

企業

❻

「岐南町版フードバンク
創設事業補助金」事業

TEL 058-240-2100
FAX 058-240-2235

岐南町でフードバンク事業開始！

岐阜県羽島郡岐南町野中8-75
岐南町総合健康福祉センターやすらぎ苑内

募集要項は、社協窓口に
お越しいただくか、ホーム
ページをご覧ください。

（年額）

NEW

マスク500枚

〇正規職員
福祉活動専門員
令和3年4月1日採用
〇非常勤職員
子どもの居場所支援員
令和3年3月末まで

岐南町社会福祉協議会

次の方々からご寄附をいただ
地域活動への第一歩！
！
あなたが地域福祉を支えます。 きました。みなさまのご寄附は、

社会福祉法人

社協会員募集

information

ひとり親家庭 【問合せ】社会福祉協議会 ☎058-240-2100

この広報紙は、皆さまの会費により発行しています。

