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内 容

・新しい総合事業は
地域住民のみなさんが主役です！
・地域包括支援センター
（高齢者総合相談センター）
・児童センターだより
・平成27年度共同募金運動報告

「児童センターにこんな遊び場（クライミングウォール）もあるよ!」
～児童センターアリーナにて（6､7ページに関連記事）～

「社協はしま」は共同募金の配分金により作成しています。
本紙に掲載の写真の一部は「はしま写友会」により撮影されたものです。

新しい総 合 事 業 は

地域住民のみなさんが

主役です！

団塊の世代の人が 歳以上になる２０２５年に向けてひとり

暮らし高齢者、高齢者夫婦のみの世帯、認知症高齢者がますま

す増加していきます。

住み慣れた地域で生活を続けられるよう地域全体で高齢者を

○多様な主体による多様なサービスを展開
していきます。

支えるとともに、高齢者自身も自らの持つ能力を最大限に活か

して介護が必要な状態となることを予防することが大切です。

そのための仕組みとして、介護保険制度において、介護予

防・日常生活支援総合事業（総合事業）が創設されました。

Ｃの３種別があり、そのうち、

を地域住民が主体となって行

運動・脳トレ等のプログラム

総合事業では、地域の実情

うサービスのことを「通所型

期待される
住民のチカラ

に応じて、住民等の多様な主

サービスB」としています。

介護保険法では、地域住民が

体による多様なサービスが行

例えばその中に、機能訓練

つどい交流する場などを活用

昨年４月に施行された改正

や運動・脳トレ、栄養改善等

して、住民主体で介護予防の

われます。

のプログラムを提供する「通

拠点の立ち上げ・運営がなさ

れることが期待されています。

所型サービス」があります。

通所型サービスにはＡ，Ｂ，

総合事業の特徴

75

介護予防の拠点（通所型サービス B）
のイメージ

高 齢 者を含めた幅 広い世 代の住 民 、N P O 、ボランティ
ア、事業者等、様々な人、団体の活動を支援し、高齢者に
対するサービスを充実します。

・地域住民が主体となって運営
・自力（徒歩や自転車）で通える場所
・介護予防（運動や脳トレ）などに
取り組む場

○社会参加の視点を取り入れた介護予防を
促進します。
「心身機能」だけでなく、
「 参加」、
「 活動」の視点を介護予
防に取り入れることで、高齢者が地域や社会の中での役
割を持ちながら、いきいきとした生活を継続することを
目指します。

○介護予防訪問介護と介護予防通所介護が
総合事業に移行します。

地域の介護予防の拠点
（通所型サービス B）

予防給付（要支援の人に対するサービス）のうち、介護
予防訪問介護（ホームヘルプサービス）、介護予防通所
介護（デイサービス）を総合事業に移行し、市の事業（サ
ービス）
として実施されます。
※羽島市は平成29年4月から事業を実施する予定です。

〈現行〉

介護保険制度

要介護1～5の認定を受けた人
要支援1・2
の認定を
受けた人

福祉用具貸与、
訪問看護
通所リハビリテーションなど

介護予防訪問介護、介護予防通所介護

基本チェックリスト該当者

※基本チェックリストとは介護予防が必要な方を早期に発見するためのものです。

〈見直し後〉
従来通りのサービスが
受けられる
〈総合事業〉
訪問型サービス
通所型サービス
社協はしま
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つ ど い の場は
交 流と介護予防の 拠 点

に、「つどいの場づくり名人」

〜「つどいの場づくり名人」養成講座を開催〜

改正介護保険法では、地域
日㈬より開催しています。

養成講座（全 回）を１月

を活用して、介護予防の取り

住民がつどい交流する場など
組みが住民主体で行われるこ

コグニサイズを
マスター

とが期待されています（２ペ

同時に行うことで心身の機能
を効率的に上げていくプログ
ラムになっています。
例えば、ステップ台で昇降
運動をしながら引き算をする
とか、しりとりをしながらウ
オーキングするといった内容
で、一人でもできますが、複
数の方々で一緒にやると、よ
り楽しみながら運動すること
ができます。

議会では、自分たちの地域で

そこで、羽島市社会福祉協

民の歌」に合わせたオリジナ

を講師として招き、「羽島市

講座では、健康運動指導士

ば前半を介護予防の時間、後

点としてだけではなく、例え

つどいの場は介護予防の拠

ン（認知）を指しま

の部分はコグニショ

た造語です。コグニ

ンターがつくりだし

国立長寿医療研究セ

職員がご説明に伺うことも

いくことを目指しています。

そして見守り活動の場として

民のふれあいや情報交換の場、

いの場を介護予防に加え、住

社会福祉協議会では、つど

鬼さんをやっつけろ

!!

て、「子育て親子教室」が行われました。講師の指
導のもと10組の参加者が、親子で一緒に鉄棒や跳
び箱などを使って楽しく体を動かしました。

介護予防
だけでなく

つどいの場を立ち上げ、運営

ルの体操や、認知症予防を目

半を誰もが気軽に足を運べる

す。そして、サイズ

いたしますので、つどいの場

１回程度親子で楽しめる取り組みが行われています。
２月４日（木）に、はしまコミュニティセンターに

ージ参照）。

する人を養成することを目的

的としたコグニサイ

地域交流の時間として運用す

はエクササイズ（運

づくりに興味をお持ちの地域

ることもできます。

動）から取っていま

団体（自治会など）は、ぜひ

コグニサイズとは、

す。体を使う運動課

☎391 0631

お気軽にお問合せください。
照会先

こうした取り組みは、親子がふれあう機会を提供

することだけが目的ではありません。子育て中のお
母さんの仲間作りも目的に行われています。
今後もこのような取り組みが、誰もが安心して暮
らせるまちづくりの一助となることを願っています。

▲

親子で仲良くエクササイズ
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題と頭を働かせる認
知課題、この二つを

社協下中支部では、未就園児親子を対象に、毎月

20

ズなどを学びました。

音楽に合わせてス テ ッ プ ス テ ッ プ ♪

－

▲

おいでよ！ピヨピヨクラブ

11

▲

わが街の

ボランティアさん

羽島市内で“いきいき”と活動中の
ボランティアを紹介するコーナーです。

奥田

時子 さん

奥田さんは、音訳サーク
ル「はしま」にて、羽島市
が発行している「広報はし
ま」などをカセットテープ
に録音する活動をしていら
っしゃいます。
約30年前、高校生だっ
たお子さんの勉強姿を見て
「自分も何かやりたい」と思い、「音訳講習会」を
受講されました。そして、音訳サークル「はしま」
の結成後、「広報はしま」の音訳を市から頼まれ、
会の一員としてテープづくりに関わられています。
録音する際、声が変わらないよう休憩をしないで
読んだり、視覚障がいがある方に理解いただけるよ
うに読んだりするなど、様々な工夫をしてみえます。
漢字や地名、アクセントについて勉強をし直される
など、苦労もされてみえるそうですが、「この活動
は私の生きがいです。毎月、音訳する原稿が届くの
が楽しみです。今後は、視覚障がい者だけでなく、
広報紙を読む時間のない方も是非テープを聞いても
らえたらと願っています。」とお話くださいました。

あなたもボランティア活動してみませんか？
いつでも、どこでも、気軽に始められる。
それがボランティア活動です！

ボランティア募集!!
募 集 元

本覚寺

内

託児
※本堂で「ヨガと座禅」を開催されます。
その際、参加者のお子さん（０歳～３歳
ぐらい）と遊んでくださる方を募集して
います。

容

活動日時

毎月第１火曜日
１０時００分～１２時００分

活動場所

本覚寺
（羽島市竹鼻町２４３４－１）

募集人数
備
考

１～２名
・駐車場あります。
・継続して活動いただける方を募集しま
す。

※

活動を希望される方や詳細についてのお問い合わせは、
羽島市福祉ボランティアセンター（☎３９１－０６３１）
までご連絡ください。

ボランティア活動保険Ｑ＆Ａ

安心してボランティア活動を行うため、「ボランティア活動保険」への加入をおすすめしています
（10ページ参照）。ここでは、よくある質問をご紹介します。

ボランティア活動中に転倒し、
自分のメガネを壊してしまいまし

ボランティア活動も行っている
趣味のサークルです。練習中の事

ボランティア活動保険の補償は、「本人のケ
ガ」と、他人にケガをさせたり、他人の物を壊し

ボランティア活動保険は、ボランティア活動中
のみを対象としています。そのため、ボランティ

たりした場合の「賠償責任」となります。そのた
め、今回の場合は、対象になりません。

ア活動のための練習か、趣味の活動としての練習
か、祭りなど発表会で披露するための練習かの区
別が難しいため、練習中は対象外にしています。

た。補償の対象になりますか？

故は補償の対象になりますか？

社協はしま
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羽島市地域包括支援センター（高齢者総合相談センター）

高齢者の総合的な相談･支援をします!!
低栄養について
低栄養とは、エネルギーとたんぱく質が欠乏した状態、健康な体を維持し活動するのに必要
な栄養素が足りない状態をいいます。今どき低栄養なんて・・と思われがちですが、高齢にな
るとうまく食べられなくなったり、消化機能が落ちたりして、栄養も水分も十分に摂れなくな
ることが少なくないのです。低栄養は本人も周囲も気づきにくいものです。健康診断を受けた
ら、血圧や血糖値だけでなく、体重の変化やＢＭＩ（体格指数）、血清アルブミン値にも目を
光らせましょう。
※血清アルブミンとは、血液中の主要なたんぱく質で栄養状態の一つの指標となる。

低栄養状態

加齢の変化

気力がなくなる

1.食欲の低下
2.噛む力、飲み込む力の低下

気づかないうちに
栄養が不足
3.唾液分泌、消化液の分泌量の減少
4.腸の働き、味覚の低下

筋肉量・筋力の
低下

免疫力や体力の
低下

骨量減少

認知機能低下

骨折の危険増

5.嗜好の変化など

病気にかかりやすい

高齢の人が摂りたい栄養・食品

体の機能を維持するうえでまず必要なのは、エネルギーとたんぱく質です。この二つが足り
ないと体力も抵抗力も落ちてしまいます。ビタミンやミネラル、また、食物繊維などは体の調
子を整える大事な栄養素や成分です。栄養素の多様性・バランスも大変重要です。
※腎臓病や糖尿病、高脂血症などの病気のある人は、医師の指導に従ってください。

高齢の人の食事のポイント
●食べたい時に少しずつでも（何度に分けても構いません）食べましょう。
●食事の時間が楽しくなる雰囲気を工夫して作りましょう。
●摂取栄養素の多様性、バランスに気をつけ、大切なエネルギー源となる肉・魚・卵・大豆製
品などたんぱく質は毎日摂取しましょう。
●少量で栄養が確保できる栄養補助食品も上手に使いましょう。

地域包括支援センターでは、
高齢者のみなさんの介護、健康
や福祉、医療に関するご相談を
受け付けています。
お気軽にお電話ください ! !

羽島市地域包括支援センター
（高齢者総合相談センター）

☎394-2521
羽島市福祉ふれあい会館内
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ようこそ！

羽島市児童センターへ

児童センターは、子ども（0歳～18歳）が自由に遊ぶことができる場所です。遊びを通して、子どもたち
を心身ともに健やかに育てることを目的としています。季節行事やクラブ活動など、様々な行事も行ってい
ます。
‥‥‥‥‥‥‥‥利用案内‥‥‥‥‥‥‥‥
開館時間：9：00～17：00
休 館 日：毎週月曜日、第1・3日曜日、
祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
対 象 者：羽島市内外問わずどなたでも
※就学前のお子さんは、保護者と一緒に

▲幼児室

▲アリーナ

ご利用ください。
利 用 料：無料
利用方法：事務所で入館カードに氏名等を記入して入館
▲図書室

はっぴーサロン
児童センターでは、“はっぴーサロン”を行って
います。
ここは、親子が安心して集い、情報交換できる
場所であり、読み聞かせや体操、工作、世代間交
流など様々な行事を行っています。また、子育て
相談も受け付けています。
‥‥‥‥‥‥‥‥利用案内‥‥‥‥‥‥‥‥
場

所：児童センター

図書室

実施日：火曜日～土曜日

9：30～16：30

対象者：未就園児と保護者
利用料：無料
※材料費を負担していただく行事もあります。

こんな取り組みもあります♪
児童センターでは、子育て世代を応援するグル
ープ（はしま子育て支援チーム）による行事も行
われています。
・ほっとブレイクデー
お茶を飲みながら、
おしゃべりをして、ホ
ッと一息つける場です。
※実施日については、７ページをご覧ください。
・子育て講座
子育てのポイントな
どを講師から聴いたり、
子育ての悩みを話した
りする場です。
※次回の実施日については、次号、掲載予定です。

行事に関する情報や
お問い合わせ先は、
７ページをご覧ください。

社協はしま
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2016前期募集
チビッ子夢広場
【活動時間】月１回

10:30～11:30

【対

象】未就園児と保護者

【定

員】25組

【参 加 費】1,000円（5回分）
【申込期間】3月4日（金）～17日（木）

４～９月（全５回）

小学生土曜クラブ
【場

所】羽島市福祉ふれあい会館2階など

【対

象】小学生（ただし、リトルシェフ
クラブは3年生～6年生）

【申込期間】3月4日（金）～17日（木）
※内容が変更になることがあります。
※詳しくは児童センターにある専用申込用紙を
ご覧ください。

４～９月（全６回）
日

時

クラブ名

定員 参加費

第2土曜日
リトルシェフクラブ
18名 1,800円
14：00 ～ 16：00 マドレーヌなどお菓子作り＆料理
第3土曜日
14：00 ～ 15：30

室内レククラブ
ボール遊びなど

25名 1,200円

第4土曜日
キッズイングリッシュクラブ
30名 1,200円
14：00 ～ 15：00 外国人講師による英会話＆ゲーム

日興製薬株式会社様より毎月本を
寄贈していただいています。
児童センター図書室にありますので、ぜひ読みにきて
くださいね！

飾り巻き寿司づくり
ミニコンサート＆リズムあそび
オリジナル七夕飾りづくり
おやつづくり
ワッフルde交流会

4月28日(木)
5月27日(金)
6月22日(水)
7月14日(木)
9月16日(金)

児童センターホームページURL及び
メールアドレスの変更のお知らせ
4月1日より変更となりますので、お手数ですが、
リンクや
「お気に入り」の変更をお願いします。
旧URL：http://www.usiwakamaru.or.jp/̃jidokan/

新URL：http://hashima-shakyo.or.jp/jidokan
旧メールアドレス：jidokan@usiwakamaru.or.jp

新メールアドレス：jidokan@hashima-shakyo.or.jp

全てのお申込みについて
はしま子育て支援チーム
「ほっとブレイクデー」
【日
【場

時】３月９日（水）４月１３日（水）
10：00～12：00
所】児童センター 図書室

親子が安心して、ほっと一息できる場所です。
コーヒー又は紅茶が130円（パン付き）です。
お問い合わせ：☎３９１－３２７８
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申込期間の開館時間内に各専用申込用紙に記入して児童セ
ンター事務室の申込箱に入れてください。
１グループ２名(組)までお申込みになれます。
※定員以上の申込みがあった場合は、
公開抽選を行います。

お問い合わせは

羽島市児童センター（羽島市福祉ふれあい会館4階）

☎391－1226

FAX391－1622

e-mail:jidokan@usiwakamaru.or.jp
インターネットURL http://www.usiwakamaru.or.jp/~jidokan/

休館日：毎週月曜日、第１･3日曜日、祝日

平成27年度 共同募金運動報告

ご協力ありがとうございました
昨年10月１日から12月31日まで実施しました共同募金運動（赤い羽根募金・歳
末たすけあい募金）には、市民の皆様から多くの善意が寄せられました。
ご協力いただきました多くの皆様に、こころよりお礼申し上げます。
岐阜県共同募金会羽島市支会
募金総額

寄せられた善意は、このようにして使われます。
利用者送迎用車両更新事業

・羽島市地域活動支援センターのぞみ舎

※2月17日現在の金額です。

427,737円

配分

岐阜県共同募金会
総 額

374,655,090円
羽島市内
へは･･･

マミ工業、㈲川出大谷石、橋

星染整㈱、江川精工㈱、㈲ア

平井工業㈱、㈱渡信、㈱渡辺

本淳総合建築㈲、ハシマシー

◇法人募金

メディカル、㈲はかまや組、

務店、㈲オレンジ美容室、㈱

ト工業㈲、㈲岐衛、㈱大垣共

タイセイ工務店、塗壁製菓㈴、

ドルド製薬㈲、㈱プロスパー、

美衣料㈱、㈱岩田建築工務店、

立銀行正木出張所、㈲堀内工

木戸運送㈱、丸和自動車工業

㈱井村組、㈱栄光、㈲竹組、

日産業㈱、㈱三友製作所、安

藤鉄工所㈲、三明電気㈱、大

ヨコチュー、南谷工業㈱、近

南谷建設㈱、近藤運送㈲、㈱

製菓㈱、大橋ニット㈱、丸勝

浅野建築㈲、㈱川瀬組、森白

工業、㈱天王設備工業、天王

垣ポンプ製造㈱、㈱岩田鉄筋

大野組、㈱シーエーエー、西

岐阜事業所、羽島商事㈱、㈱

儀社、岩田農産、東海染工㈱

設㈱、岩信織物㈴、㈲前澤葬

イネ・クライネ、若栄毛織㈱、

店、（一社）羽島市医師会、ア

㈱、岐阜商工信用組合羽島支

㈱、㈱林建設、羽島牛乳販売

織㈱、大同印刷㈱、矢島設備

井三商店、㈲鳥芳、岩田健毛

毛織㈱、糸井川歯科医院、㈴

㈲羽島寝装、㈲光塗装、河善

㈱東晃製作所、㈲栗山建築、

尾、㈲山田商店、㈲山田建設、

阜工場、㈱森電気商会、㈲濃

㈱岩田鉄工所、日光精器㈱岐

大成工業㈱、㈲ワールド歯研、
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平井衣料㈱、マルヒコ㈱、丸

㈱、㈱ニホンサンミ、大金建

江建設㈱、㈱住建トーヨー住

㈲小見山興産、㈲アイ・ブリ

事務所、㈱カミノ、岩田硝子

器、㈲中部機械サービス、モ

建材㈱、㈱オーゾネ、駒塚屋

ッジ羽島、大垣西濃信用金庫

機㈱、㈲雷屋、㈱ソーイング

醸造㈱、㈲カワライ、竹鼻ド

リシンニット㈱、ラピュタ㈱、

平島、㈱北川工務店、今井田

ライ㈾、学校法人高砂学園、

羽島支店、㈱安藤建設、東陽

モータース、カワボウテキス

ニチアスシールテック㈱、㈱

㈱大吉、㈲西沢機械設備、㈲

チャード㈱、須賀鉄工㈱、㈲

化成品㈱、安藤建材店、㈲電

下出化成、日比野自動車商会、

ニシマツ製作所、㈱渡辺石油

化のカナモリ、山内綜合手続

パームスプリング、今井田ニ

店、㈴小川商店、山北機料店、

三岐電気工事、㈲山和、正木

ット㈲、三星ケミカル㈱、三

保育園、大洋電工㈱、大洋電

以下、羽島市支会へご協力いただきました皆様です。

羽島市内で
行われる
歳末たすけあい
事業へ
2,000,000円
・社会福祉協議会が実施する地域福祉事業等へ
8,645,942円

その他
施設送迎車両更新事業

9,731,533円
1,721,631円
277,178円
89,921円
69,208円
957,208円

戸別募金:
法人募金:
学校募金:
職域募金:
街頭募金:
その他の募金:
平成28年度、羽島市内で実施される事業
には次のように配分される予定です

他市町村
羽島市
2,000,000円
・でいあい

12,846,679円
民間の社会福祉団体や施設、社協、ボラ
ンティア団体等が実施する支援を必要とす
るお年寄りや障がいのある方々、子どもた
ち、地域の福祉に関する活動へ

店、㈱羽島タイヤセンター、

所、浅井物産㈴、㈱道家金物

店、㈲武藤石材店、大島木工

事㈱、大栄整理㈱、㈴稲垣商

商店、ほしの接骨院、大島商

家具ショップＺＯＮ、㈲山本

㈲傍島鉄工所、㈱羽島鈑金、

店、昭和建設㈱、問久商店㈲、

高橋㈱、㈱マルモト花村材木

㈲フォトスタジオ青山、㈱十

㈱、㈲ラーメンむねちゃん、

丸英、㈲あさせ、新大垣証券

自動車工業㈱、㈱シバタ、㈲

シャツ、㈱大一テクノ、羽島

㈱、大野会計事務所、㈱関谷

ーン、東海開発㈱、福寿工業

ト㈱、㈱服部組、㈱日の出ス

プロパンの藤小、後藤惣ニッ

日本住宅サービス㈱、トバナ

㈲笹野製作、三恵工業㈱、中

品、㈲丸広建設、㈲太田板金、

業所、㈱丸敬建設、㈲渡辺食

ジネス、ササノ㈱、㈱太田工

テキスタイル㈱、㈲サカエビ

㈱、㈲西脇鉄工所、ファイン

業㈱、幸栄精機㈱、三協実業

ーケー、㈱保安企画、日東工

◇団体募金・街頭募金

士ループ㈱

㈱キソウ技研、㈱伊藤園、富

橋本建設㈲、羽島顆粒工業㈱、

旭化学㈱、㈱吉川産業、三恵

具㈲、㈱ダイシン、㈱吉川組、

生材料商会、㈱魚勝、吉川家

古川組、近東化学㈱、栄屋衛

永組、㈲アサノクリーン、㈱

足近小学校、小熊小学校、正

◇学校募金

羽島市社会福祉協議会

二出張所、羽島市職員互助会、

曽川上流河川事務所長良川第

ルネットぎふ、国土交通省木

文溪堂、双樹園、（特非）ウエ

㈱シバタ、長谷虎紡績㈱、㈱

本バイオリサーチセンター、

福寿工業㈱、㈱カミノ、㈱日

学校、中島小学校、桑原小学

羽島市仏教会、Ｊ Ｒ岐阜羽島

校、羽島中学校、竹鼻中学校、

産業㈱羽島営業所、イトウ工

ェア他

中央中学校、中島中学校、桑

六銀行羽島支店、㈲横山不動

業、㈲浅井エフアールピー、

◇募金箱募金

原中学校、羽島高等学校

㈱野村住設、尾西信用金庫羽

㈱バンニット、㈱番住宅、㈱

正木町光法寺、竹鼻町今町、

◆ 赤い羽根自動販売機設置場所

木小学校、竹鼻小学校、福寿

野社寺建築、大河建設㈱、㈱

太武製作所、羽島急送㈱、㈱

福江、上町、川町、本町、中

駅前、なまずまつり、竹鼻南

トップマン、㈱田中工務店、

エムシーシー、㈲朝日製本、

羽島学園、双樹園、生活介護
町、下町一、上鍋、大西一、
大西二、大西三・錦町、下城、 たけはな、かみなり村本館、

業㈲、㈲テクノエー、㈱美建

物店、カーマホームセンター
㈲日浦新聞店、㈱電子技法中

㈴西垣商店、㈱リコーショッ

同西館、自立援助ホームはし

産、㈲音羽、㈱富田製麩所、

羽島店、㈱水甚、和田モータ

央会、長谷虎紡績㈱、㈲タナ

プ、神戸ニット㈱、㈱アオキ、

丸の内、栄町一、栄町二、栄

ま、ママーズハート、ニチア

島支店、㈲ハツリアサノ組、

ース㈾、㈲東海鈑金、大信自

カインテリア、長谷虎興業㈱、

㈱森製作所、丸明ニット、桜

町三、東町二、昭和町、共栄

小学校、中央小学校、堀津小

動車㈱、パールスティック㈱、

㈱ハイボーン、㈱長谷虎リネ

花保育園、中日本ハイウェイ・

ス㈱新羽島工場
町、狐穴川口、狐穴渡瀬、狐
穴下之城、飯柄、八幡、蜂尻、 ◆ 赤い羽根マッサージ機設置場所

コミュニティセンター交流祭、

㈲羽島電装、其田電気工事、

ンサービス、㈴浅野屋、奥田

メンテナンス名古屋㈱、㈲カ

アサイ、㈱今井製本、㈱荒川

㈲北尾倉庫、㈱浅野組、㈱ワ

工業㈱、㈱入山鉄工所、松下

スガイ、㈱正海金型、㈱ウカ

㈱東美、ディスプレイ日工㈲、

イズ、岐阜紡織㈱、ミノ重工

鉄工㈱、トーカイフーズ㈱、

サンホテル岐阜羽島、ウィー

㈲小川設備、㈱片岡組、㈲丸

㈱、㈲田代板金、㈲佐合縫製、

㈱渡辺建設、浅野印刷㈱、㈲

駒塚、福寿町浅平、正木保育

クリー翔岐阜羽島ホステル、

急送、㈲大喜精工、㈲濃尾興

㈲加藤製作所、㈲ナカゴシ、

イ設計、㈱シバタモータース、

園、寿光苑、やすらぎ苑、ジ

㈲長良畔、㈲高木土木、㈲矢

南羽鉄工㈱、㈲トップスアイ、

羽島ダンゴ、㈱タナカサイン、

アキラニット、渡六毛織㈱、

羽島市民会館

徳商店、㈲吉川家、㈲奥田金

セブンイレブン羽島竹鼻町蜂

太田鉄筋㈲、バロー羽島イン

ョイフル羽島、美輝苑、光輝

え・ふねイルミネーションフ

尻店、龍香苑、㈱中央鉄工所、

サンコップ㈱、高平㈴、㈱ジ

日現在）

個人募金、バッジ募金の掲
※
載は割愛させて頂きます。

（順不同・敬称略 １月

ター店テナント共栄会、黄金

エルネットぎふ、（特非）岐阜

㈱エスライン羽島、㈱山田組、

羽島ボランティア協会、羽島

苑、あいそら羽島、のぞみ舎、
薬㈱、㈲小川モータース、タ

市役所、羽島市地域振興公社、

羽島学園、双樹園、（特非）ウ
カギ建築、㈲ワオン、㈲森製

羽島市民会館

ュホウー、東松自動車㈱、㈲
垣西濃信用金庫羽島中央支店、

材所、㈲近藤電気、岩田工業

◇職域募金

マルセンニット工業、日興製

工、㈲ナガセ鉄工、伊藤撚糸

㈱美濃商会、㈲英晶商事、㈱

㈱、㈱ワタリ、ジョイフル羽

堂、㈲なまずや羽島分店、岐

㈲、ワタベ工務店㈲、㈲近藤

文溪堂、八州製作㈱、羽島高

島、㈲羽島贈答美昌堂、㈱松

阜羽島バス・タクシー㈱、大

瓦工事店、はち企画㈱、㈱田

速鉄道高架㈱、㈲宏岐ダクト

㈱中部自動車工業、㈱丸一製

中建設、丸栄コンクリート工

工業所、㈱高陽社、㈲エヌユ

作所、㈲三立精工、㈲美竹鉄

業㈱、羽島ダンボール㈱、㈱
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～安心して活動するために～

ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠
償責任を補償します。

募 集
介護相談員

活動回数

応募資格

◎貸出期間や利用状況などの

詳細は、羽島市社会福祉協

３月 日

◎詳細は、羽島市社会福祉協

議会事務局（☎３９１ ０

申込締切

（１回３時間）

議会事務局（☎３９１ ０６

毎月２回程度
次のすべての要件を

６３１）までお問い合わせ

◆一般寄付 （順不同・敬称略）

あったかハート

ありがとう！

ください。

３１）までお問い合わせくだ

お貸しします

情 報

さい。

満たす人
歳未満の人

②自家用車で活動可能な人

①市内在住で

訪問して、利用者の話をじっ
③平日に活動が可能な人

高齢者福祉施設を定期的に
くり聴き、サービス提供事業

④介護サービス事業者と利害
関係のない人

者との橋渡しなどをしながら、
介護サービスの質的向上を図

１回３，０００円

羽島市在住で在宅で生活さ

福祉車両

謝

３月1日 から配布

れており、車いすを利用しな

金

申込方法

する専用申込書を羽

る介護相談員を募集します。
１名

いと外出が困難な方を対象に、

広報紙「社協はしま」や市の

む時間がない方などを対象に

視覚障がい者や広報紙を読

音訳テープ

族に限定します。

※運転者は利用される方の家

主催する行事への参加

④公共機関及び福祉団体等が

③公共機関への用務

②福祉施設への入退所

入退院

①医療機関への通院治療及び

【対象となる利用目的】

動車を無料でお貸しします。

島市社会福祉協議会

－

広報紙「広報はしま」をカセ

日から

月 日まで）

真如苑岐阜支部、匿名3件

（ 月

至名神岐阜
羽島

I.Ｃ

至岐阜羽島駅

募集人員

（木）

ットテープに録音して無料で
お貸しします。

－

1F

羽島市社会福祉協議会事務局
羽島市福祉ボランティアセンター
ふれあい介護支援センター
ふれあいヘルパーステーション
羽島市地域包括支援センター

浅平東
Ｐ
公園 羽島市いきいき元気館

竹鼻警部
交番

（火）

◎その他、詳細については羽島市福祉ボランテ
ィアセンター（☎391-0631）までお問い合わ
せください。
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養成研修修了後２年

掛金（基本タイプ）

15

地域福祉活動センター

Ｎ

期

※途中加入の場合は、加入日の翌日からの補償となります。

平成28年4月1日～平成29年3月31日

（宗）

70

※各プランによって補償金額が異なります。
※上記の掛金のうち、羽島市福祉ボランティアセンターより
１００円の助成があります。

車いすのまま同乗できる軽自

Aプラン ３００円
Bプラン ４５０円

事務局まで提出。

補償期間

間（更新あり）

※加入には、社会福祉協議会が運営するボランティアセンタ
ーへの登録、または社会福祉協議会の会員であることが必
要です。

2

2F

駐車場
Ｐ

3F

Ｐ

羽島市発達支援センター
発達教室もも・相談室もも

車いす利用者
駐車場

任

無償でボランティア活動をする
個人または団体

11

羽島市児童センター

羽島
市民会館

4F

羽島市福祉ふれあい会館

ふれあい
インフォメーション

ボランティア活動保険

12

羽島市福祉ふれあい会館 案内

至岐阜

案内図

INFORMATION
F U R E A I

加入できる方

