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赤い羽根共同募金

災害義援金へのご協力をお願いいたします
日本各地で発生している災害により、被害を受けられた皆様には、心よりお見舞
い申し上げます。共同募金会岐南町分会では、各地の災害について、義援金の募集
を行っています。
やすらぎ苑に募金箱を設置する他、各地の義援金受付口座をご案内しています。
皆様のご協力をお願いいたします。
（関連記事３ページ）
─今回の表紙─

１０月より、全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」が開催されています。

じぶんの町を良くするしくみ

赤い羽根
共同募金
今年も１０月１日より、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７５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、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 ４,０６１,０００円

赤い羽根募金
歳末たすけあい募金

３,３１１,０００円
７５０,０００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。

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。

◀車いす体験のようす

❷

地域サロン支援事業
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。

▲互いに教え合いながら学びます
（スマホカフェ）

▲音楽を聴きながら楽しく交流しました
（須賀っとサロン）

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、
地域とのつながりを強化するために、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。

災害ボランティアセンター事業
災害が発生した時に、被災者の困りごと等に対して、ボ
ランティアの協力により、生活の復旧、復興に向けた福祉
支援活動を行います。

◀なんカフェ弁当
をお届けします

災害義援金を募集しています

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。やす
らぎ苑に募金箱を設置する他、各県共同募金会において口座
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】
＜大雨災害青森県義援金＞ ８月１８日〜１２月２８日
①青森銀行
②みちのく銀行
③ゆうちょ銀行

新町支店
617994
本店営業部
0147362
00130-9-487827

①②名義：社会福祉法人 青森県共同募金会
災害たすけあい
③名義：青森県共同募金会

大雨災害義援金

＜広島県大雨災害義援金＞ ８月２６日〜１２月２８日

①広島銀行
三川町支店 普通 3423281
②もみじ銀行
昭和町支店 普通 3040029
③広島県信用農業協同組合連合会 本所 普通 6980
④ゆうちょ銀行
00920-9-239085

＜長野県茅野市土石流災害義援金＞
９月１４日〜令和４年３月３１日

①ゆうちょ銀行
②八十二銀行

00170-9-635705
本店営業部 普通 1262318

①〜④すべて
名義：社会福祉法人

広島県共同募金会

①名義：長野県共同募金会
令和３年長野県茅野市
土石流災害義援金
②名義：社会福祉法人

長野県共同募金会

❸

令和３年度 今後の活動予定
新型コロナウィルス感染拡大による緊急事態宣言等により、延期となりました事業の今後の予定を
お知らせします。検温、消毒、換気など対策を取って開催しますので、ぜひご参加ください。

生活支援サポーターフォローアップ講座（全３回）
住みなれた地域で、お互いに支え合いながら安心して
暮らし続けるために、
地域づくりについて学びませんか。

１１月１０日
（水） １３
：３０〜１５
：４５

＜内容＞
・子ども、保護者の思いによりそって
・私の想い 〜車いすを使ってくらすということ〜

１１月１９日
（金） １３
：３０〜１５
：４５

＜内容＞
・福祉が人権であること 〜貧困に向き合う意義〜
・要保護者支援のための生活保護の役割

▲高齢者等への接し方を学びます
（昨年度の講座のようす）

１２月１日
（水） １３
：３０〜１６
：００

＜内容＞
・地域で支える！〜60分で分かる介護保険〜
・
「共に在る」
を社会の中心で 〜地域共生社会の実現に向けて〜
・だれもが活躍できる！
！〜ぎなんの地域づくり活動〜

がやがやカフェ
（全６回）
私たちが暮らす地域には、
どんな特徴があるのだろう？ みんなで地域を知って、誰もが活躍でき、安心して
暮らせるまちづくりを考えませんか。

地域アセスメントからはじめる地域づくりワーク（基本）
９
：
３０〜１１
：
３０
１１月 ４ 日
（木）・１２月 ２ 日
（木）
１月６日
（木）・ ２ 月 ７ 日
（月）
２ 月２１日
（月）・ ３ 月２８日
（月）
講師：岐阜協立大学 経済学部公共政策学科
准教授 後藤 康文 氏

▲地域ごとにワークをします

❹

認知症カフェ等運営事業 ご自由にご参加ください。
認知症になっても、住みなれた地域で安心して暮らし続けるために、認知症に関する理解や交流できる場を
提供します。また、認知症の人や家族を地域で支える方法などについて学び、ぎなんチームオレンジ
（＊）
の一員
として一緒に活動しませんか。

チームオレンジクラブ活動（月１回開催）１３：３０〜１５：００
１１月１７日
（水）

＜内容＞ 認知症サポート研修①

１２月８日
（水）

＜内容＞ 認知症サポート研修②

１月５日
（水）

（＊）
チームオレンジとは…

認知症サポーターが中心となり、認知症の方やその家族に対し
て、相談や見守りなどの支援を継続的に行う活動です。
地域の福祉施設や、学校、スーパーなどの関係者と協力して、
安心して生活できる地域をつくります。

＜内容＞ 感染症予防について

２月１６日
（水）

＜内容＞ 認知症ケアの現状について

３月３０日
（水）

＜内容＞ 認知症サポーターフォローアップ講座

交流会（従来の認知症カフェ） 10：００〜1時間程度
町内４地域において、茶話会やレクリエーション、勉強会などを通して交流する場所を開催します。従来の
認知症カフェのように、気軽に参加できる雰囲気を大切に、認知症サポーターやボランティアの方と協力しな
がら進めます。
関心のある方のご参加をお待ちしています。

もちの木カフェ ＜第１水曜日＞

１月から毎月開催します
会場：くつろぎ苑

オレンジ東 ＜第２水曜日＞
毎月開催します
会場：やすらぎ苑

ねぎっちょカフェ ＜第３水曜日＞

▲特殊詐欺防止について学びました
（ローズサロン）

１２月までは毎月開催します
１月以降の予定は調整中です
会場：三宅町民センター

ローズサロン ＜第４水曜日＞
毎月開催します
会場：南町民センター

▲ウォーキングをしながら交流しました
（オレンジ東）

【問合せ】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。

寄附

地域活動への第一歩！
！
皆さまの会費が地域福祉を支えます。

（敬称略・順不同）

7月より、自治会のご協力により会員募集を行っ
ております。
会費の納入にご協力よろしくお願いいたします。

㈱加藤鉄工バーナー製作所

4.680円

㈱美濃庄

２,３１９円

岐南工場

一般会費
賛助会費
法人会費
特別会費

1,000円
1,000円
5,000円
10,000円
（年額）
会費は社会福祉協議会窓口でも受け付けています。

２０,０００円

岩田恵司

１口
１口
１口
１口

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。

社会福祉法人

社協会員募集のご案内

（７月１日から９月３０日）

フードバ ンク
寄附件数

9件

利用件数

13件
明治安田生命岐南営業所の社員の皆様から、▶
たくさんの食品の寄附をいただきました

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？」

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

ご家庭や事業所からいただいた食品の寄附を、生活に
困っている方へ無償でお渡ししています。

「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、

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

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・知的障がいのある方
精神障がいのある方 など

❻

岐南町社会福祉協議会

＜相談場所＞
岐南町総合健康福祉センター
やすらぎ苑
※ご要望に応じて自宅へ訪問します

【問合せ】岐南町社会福祉協議会

☎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。

社協ＨＰ⇒

＜利用できる人＞

＜相談日時＞
平日 ８：３０〜１７：１５
(祝日・年末年始を除く）

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

社会福祉協議会がお手伝いをします。

