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赤い羽根共同募金運動に
ご協力をお願いします

▲昨年度の街頭募金のようす（ＪＡおんさい広場はぐり店）

─今回の表紙─
１０月１日より、全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」が展開されています。皆さまからお寄せいただく

募金（赤い羽根募金、歳末たすけあい募金）は、地域のお年寄りから小さな子どもたち、障がいのある方々

を支援する福祉活動、大規模災害が発生した時の災害ボランティア活動支援などに使われています。

じぶんの町を良くするしくみ

赤い羽根
共同募金
今年も全国一斉に
「赤い羽根共同募金
運動」
が始まりました。
今年で７６回目となる共同募金運動
は、住民同士が助け合い、子どもから高
齢者まで
「誰もが安心して暮らせるまち
づくり」の活動を応援する仕組みとして
取り組まれています。
岐南町では、10月〜12月までの間、各
自治会を通じて戸別募金へのご協力を
お願いしております。この他に、法人募金
や公共施設への募金箱の設置などによ
りご協力を呼びかけ、募金活動を実施し
ています。
皆様のあたたかいご支援、ご協力をお
願いいたします。

岐南町の目標額

総額 ４,２９４,０００円

赤い羽根募金
歳末たすけあい募金
前年度募金額

３,５４４,０００円
７５０,０００円
総額3,561,009円

岐南町では、年間を通して次の事業に活用させていただきます
福祉教育支援事業
高齢者や障がい
者等への理解を深
めたり、未 来 の 福祉
の担い手を育成する
ため、保育園や小中
学校への出前講座や
ボランティア活動、地
域交流活動に対する
補 助 金を交 付し、連
携しながら活動して
います。
◀高齢者体験のようす

❷

福祉大会支援事業
子育て世代や子ども等の多世代の方に福祉
への関心を持っていただくため、社会福祉大会
において、託児や子どもが参加しやすい環境を
整えます。

社会的孤立相談事業
引きこもりや生活困窮者等に対する相談体制
を整備し、相談窓口の啓発を行うことにより、相
談しやすい環境をつくります。

地域ボランティア支援事業
地域で行われる、
いきいきサロンや見守り活動、
助け合い活動などを支援するための助成金を交付し、
高齢者
を始めとする地域の皆さんが気軽に参加、
交流できる居場所やつながりの場を提供する活動を進めています。

▲ヤクルトさんによる講話
（東組サロン）

▲音楽に合わせて体操
（サロンすずらん）

地域見守り訪問事業

子ども宅食事業

地域の高齢者世帯や障がい者世帯、ひとり親
世帯など、地域とのつながりが希薄になりやすい
方に対して、地域のボランティア団体と協力し、見
守り訪問を行います。

生活や子育て等にお困りのご家庭に、無料で弁当
をお届けします。

災害義援金を
募集しています

地域づくりの実践や計画作成を目的に、講演会や
ワークショップなどを開催するとともに、地域課題を
解決するための住民主体の地域活動を推進します。

地域づくり計画作成事業

近年、各地で発生している災害について、岐阜県共同募金会
及び岐南町分会では、次の地域の義援金を募集しています。各
県共同募金会において義援金口座が開設されていますので、皆
さまのご協力をお願いいたします。詳しくは右記までお問い合わ
せください。

●岐阜県共同募金会

電話：０５８-２０１-１５９１

●岐南町分会
（岐南町社会福祉協議会）
電話：０５８-２４０-２１００

【災害義援金受付窓口】
＜令和４年８月大雨災害義援金＞
■山形県
①ゆうちょ銀行
②山形銀行
③荘内銀行
④きらやか銀行

■新潟県

①第四北越銀行
②大光銀行
③ゆうちょ銀行

■青森県

①青森銀行
②みちのく銀行
③ゆうちょ銀行

００１１０-４-４８８０８５
本店営業部 普通 ３４５５８１５
山形営業部 普通 １１２０１１４
桜町支店
普通 ２０２０２９０

白山支店
普通 １５９０７９１
新潟支店
普通 ３０４３００２
００１８０-４-６０５１８３

新町支店
普通 ６１７９９４
本店営業部 普通 ０１４７３６２
００１７０-８-３９３１１９

①名義：山形県共同募金会
令和４年８月山形県大雨
災害義援金
②〜④名義：社会福祉法人
山形県共同募金会

①②名義：社会福祉法人 新潟県共同募金会
③名義：新潟県共同募金会
令和４年８月大雨災害義援金

①②名義：社会福祉法人 青森県共同募金会
災害たすけあい口
③名義：青森県共募
令和４年８月大雨災害義援金

❸

子ども支援の取り組み２０２２

～子どもの笑顔を元気に！地域で子どもを育てよう！～
社会福祉協議会では、
子どもから高齢者までの多様な生活課題を受け止め、
地域住民や
行政、
関係事業所などと連携を図りながら課題解決に向けての取り組みを行っています。
今回は、
令和３年度より岐南町から運営委託を受けて実施している子育て支援拠点事業
（子育てサロン）
の取り組みについてご紹介します。

子育てサロン
「にこにこサロン」
「すくすくサロン」
少子化や核家族化の進行、
地域社会の変化など、
子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化する中で、
子育て
に関する悩みを気軽に相談することができずにひとりで悩むお母さんも少なくありません。
子育てサロンは、
主に子育て親子の交流を促進し、
地域の子育て機能の充実と子育ての不安感等を緩和する
ことで、
子どもの健やかな育ちを支援することを目的として設置されています。

スタッフと
役割

現在
「にこにこサロン」
「すくすくサロン」
は、
岐南町在住で子育て経験のある子育て支援
員で運営しています。
地域の子育ての先輩として、
「地域の身近な相談役」
「
、地域の子育て家族同士の橋渡し
役」
を担うという立場で、子育て中の母親等の良き話し相手、相談相手となったり、子ども
たちの遊び相手となったりして、
子育て支援活動に理解と熱意を持って参加しています。

▲ にこにこサロンでのようす

▲ すくすくサロンでのようす

❹

町社協

ずっとこの町で暮らしたいから…

相談無料
利用料金
必要

日常生活自立支援事業
高齢や障がいなどにより「どんな福祉サービスがあるの？」
「どう

すれば利用できるの？」
「お金の出し入れが不安」
「大切な書類を失く
してしまった」などの不安を抱えてしまうことがあります。
こうした方々でも、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、社
会福祉協議会がお手伝いをします。
福祉サービス
を利用する
お手伝い

日常生活の
金銭管理
郵便物の
確認

書類などの
預かり

＜利用できる人＞
自分ひとりでは福祉サービス利用契約などの判断をすること
に不安のある方や日常生活に必要なお金の出し入れ・書類の管
理などが不安な方。
・認知症高齢者、知的障がいや精神障がいのある方 など

＜相談日時＞
平日 ８：３０〜１７：１５
（祝日・年末年始を除く）
【問い合わせ】
岐南町社会福祉協議会
☎058-240-2100
※まずは電話でお問い合わせください

岐阜県

その悩みひとりで抱えないで！

相談無料
秘密厳守

生活支援・相談センター

新型コロナウイルス感染症の影響による失業や

新型コロナ
の影響で
失業して
しまった…

大幅な収入減少、ひきこもり、家賃滞納による退去
などの不安や心配事はありませんか？
経験豊富な相談就労支援員と一緒に問題を解決
しましょう！
家計のことにも相談に乗ります。
1人で悩まず、
まずはお気軽にお電話ください。

＜相談日時＞
平日 ８：３０〜１７：１５
（祝日・年末年始を除く）

就職活動や
仕事に関して
不安がある…

借金が多くて
返済が
できない…

家計の
やりくりが
うまく
いかない…

家賃滞納で
住むところが
なくなりそう…

＜相談場所＞
岐阜県生活支援・相談センター 岐阜支所
（岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉農業会館）
【問い合わせ】
岐阜県生活支援・相談センター 岐阜支所
☎0800-200-2536（無料通話）
岐南町社会福祉協議会
☎058-240-2100

❺

編集・発行

あたたかいお気持ちありがとうございます。
（敬称略・順不同）

どんなささいな内容でも結構です。お気軽にご

㈱美濃庄

岐南工場

相談ください。
相談は無料で、秘密は堅く守られます。

３,２８０円
１０,５２９円

岐阜東南ロータリークラブ 会長 村上成樹 ５０,０００円

心配ごと相談

第1.3.4.5火曜日

法律相談

第2.4火曜日

人権・行政相談

第2火曜日

不動産相談

第3火曜日

間

13:00〜16:00

場

所 やすらぎ苑

※相談は事前予約が必要です。
当月の１日より予約が可能です。

岐南町社会福祉協議会

☎058-240-2100

▲ 岐阜東南ロータリークラブ 会長 村上成樹 様（左）

家族介護教室（後期）を開催します
心身ともにリフレッシュ。自分の身体と向き合い明るく元気な生活が送れるように一緒に学びましょう。

テーマ：心も身体もリフレッシュ
ボディメカニクス

大垣女子短期大学
非常勤講師 日比 千穂 氏

11月11日（金）
10：00〜11：30

ユニカール運動でリフレッシュ

岐阜聖徳学園大学
教授 竹本 康史 氏

11月25日（金）
10：00〜11：30

セルフマッサージ

介護予防運動指導員
小椋 賢二 氏

身体の構造と機能

室内カーリングを体験！

身体をほぐしてリフレッシュ

11/11ユニカールに参加される方は、動きやすい服装、タオル、飲み物をご持参ください。
所：岐南町総合健康福祉センターやすらぎ苑
員：20名 各講座の前日までにお申込みください (先着順)

社協ＨＰ⇒

場
定

新型コロナウィルス等により開催方法や内容が変更となる場合が
あります。
【申込み・問い合わせ】岐南町社会福祉協議会

❻

岐南町社会福祉協議会

☎058-240-2100

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

11月4日(金）
10：00〜11：30

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

時

岐南町社会福祉協議会

次の方々からご寄附をいただきました。
皆さまのご寄附は、町内の地域福祉事業に活用
させていただきます。
㈱加藤鉄工バーナー製作所

日常生活における悩みごとや心配ごとなど、

社会福祉法人

寄附

心配ごと相談所

（７月１日から９月３０日）

▲ユニカールのようす

この広報紙は、皆さまの会費により発行しています。

