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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。

隔月発行

キャンペーン「知らんぷりしないで、関わろう!」

気づいたら
見て見ぬふりせず声かけよう
他人への干渉を必要以上に避ける人や、他人のことに無関心な人が増えて
います。これらのことが地域住民の抱える問題を潜在化させたり、深刻化させ
たりする原因のひとつとなっています。
そこで、羽島市社会福祉協議会（社協）では、問題を抱えた人がいたら見て
見ぬふりをせず、積極的に関わりをもっていくといった意識を醸成するために、
キャンペーン「知らんぷりしないで、関わろう！」を実施しています。
んが
息子さ
んで
使い込
も!?
いるか

近所のひとり暮らしの高齢者のことです。年金の支
給日に合わせてどこからともなく現れる息子さんが、
キャッシュカードでお金を引き出して使い込んでいる
みたいです。家賃や電気料金などの滞納もあるようで
すが、ご本人に尋ねても「大丈夫」と言うだけです。
見て見ぬふりができないので、民生委員さんにお伝
えしました。

民生委員さんから連絡を受けた社協と包括支援セン
ターの職員が、早速そのお宅を訪問し、ご事情やお困
り事をお聞きしました。相談の結果、キャッシュカー
ドを廃止し、制度を活用して通帳と印鑑を社協で保管
することとしました。さらに、定期的に訪問し、生活
費を計画的に使えるようなお手伝いをすることにしま
した。
※本人が特定できないよう、実際の事例を脚色してあります。

キャンペーンの一環として、地域住民の「放っておけない」という気持ちから、何らか
の支援に結びついた事例を、今後も掲載していきます。
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定期的に集い、地域や福祉

したメンバーが、集会所に

みを行っていましたが、参

える井戸端会議的な活動の

当初は、誰もが気軽に集

現在、羽島市内では、
の福祉会が活動しています。

についての情報交換や学習

三ツ柳なかよし会（正木町）では、この体操を
取り入れて、介護予防教室を行っています。

「福祉会」は、
いずれの福祉会でも、メン

加者の中に、地域や福祉に

ラインを、本会のホームペ

紹介などをまとめたガイド

活動に特徴のある福祉会の

福祉会活動の進め方や、

りました。

ての活動も始めることにな

ことで、自ずと福祉会とし

ついて関心の高い人がいた

活動をしています。

羽島市社会福祉協議会では、介護予防を図ることを目的
とした「羽島にこにこ体操」の普及を図っています。

バーで集い、福祉制度につ
いて学び、支援が必要な人
のニーズについて話し合い、
地域で解決できることを見
つけて、住民の立場から地
域福祉を推進しています。
新井福祉会（正木町）
新井福祉会では、障がい
者福祉施設について学び、
今後の活動に活かすことが

ージに掲載しています。

この体操を行っている団体を紹介しますので、希望さ
れる場合は、本会（☎391-0631）までご連絡ください。

できるよう、障がい者総合
福祉施設あいそら羽島を視
察しました。
同会のメンバーからは、
「高齢者に目が行きがちだ
が、障がいのある方に対し
ても、地域で何かできるこ
とがあるかを考えていきた
い」「笑顔や思いやりを持
って人と接する気持ちの大
切さを教えてもらった」な
どの感想を聞くことができ
ました。
沖南福祉会（上中町）
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沖南福祉会は、区の役員

さぁ、体を動かしましょう♪

25

やその経験者などを中心と

※DVDの貸出も
行っています

▲地域の高齢者について情報交換

動画は
こちらから

簡単で、やりやすく、
気持ちもスッキリ !

地 域 が 学び、
見 守り・支える活 動
「福祉会」は、自治委員や民生委員、社会福祉
委員などで構成された組織で、小地域単位（概
ね民生委員の担当区域）での福祉を推進するこ
とを目的としています。

▲熱心に話を聞くみなさん（新井福祉会）

福祉協力校活動紹介

学習で福祉について学習し

ています。自分たちで、

「福祉サービスを必要とし

ている人はどんな人がいる

のか」を考え、今年度は高

齢者の方について学ぼうと
決めました。

ティア手帳に記録していき

をしたりしたことをボラン

した。

る人と押す人の体験をしま

方をお招きし、車椅子に乗

【高齢者疑似体験】

ます。自分から進んで周り

車椅子の使い方や注意事

しました。車椅子を自分で

接し方を学んだりして、思

いやりの心を育てることが

できました。

4
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地域と共に生きる
小熊小学校
ボランティア手帳
１年生から６年生までの
全校児童が、お手伝いを行

朝、児童玄関に企画委員

の人のためになることを行

項を教えていただいた後、

ったり、ボランティア活動

の子どもたちが並び、登校

い、思いやりと奉仕の心を

車椅子での転回、スロープ

小熊小学校は、コミュニティー・スクールとして、地域
の方との関わりを大切にしています。
「美しい心と強い体でよく考え 夢と目標を実現する子」
という学校教育目標のもと、地域と一丸となって子どもた
ちの学びを支えています。

する子へ元気にあいさつを

培うとともに、自己肯定感

の上り下り、アスファルト

あいさつタッチ

します。相手と目を合わせ

をもてるようにしています。

高齢者疑似体験では肘や

こいだときには、
「思うよう

の移動、階段の上りを体験

ながら手をタッチし、それ

回

行い、ボランティア手帳が

膝などにおもりをつけ、更

ボランティア活動を

チ」と呼び、毎日取り組ん

一冊終わった児童は全校放

を本校では「あいさつタッ
でいます。下校時には「さ

と、乗る人の身になって考

に動かすのはむずかしい。
」

グルをしました。高齢者の

えることができました。

に重いベストを着て、ゴー

方々の身になって体験をし

送で校長先生から表彰して
これらの取り組みを通し

これらの活動を通して、

ようなら。」のあいさつと
「気持ちを込めて」の三つ

ようと、杖をついて廊下や

【車椅子体験】

車椅子体験では、羽島市

社会福祉協議会より講師の

方々の大変さを実感したり、

て、ボランティア活動に積

６年生の児童は、総合の

車椅子･高齢者疑似体験

ていけるようにしています。 だりしました。

を大切にしてあいさつをし

もらいます。

ッチをします。
企画委員が「あいさつキ

学校内でのあいさつの質

子どもたちは、高齢者の

子どもたちの考えた児童会

を向上させていくことで、

階段を歩いたり、本を読ん

キャラクターである「オグ

地域でのあいさつも活発に

極的に参加する姿を増やし

ーマン」に企画委員が扮し、

なりました。

ャンペーン」を行いました。

「目を見て」「笑顔で」

ようと呼びかけました。

ともに教師ともあいさつタ

50

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
ボランティアグループを紹介します。

水木流新舞踊
活動内容は？
高齢者福祉施設などで新舞踊を披露し、
利用者とふれあう活動をしています。
活動日 土曜日
活動場所 主に羽島市内、岐阜市内
会員数 10名（小学生6名、大人4名）
「新舞踊」とは？
日本舞踊を分かりやすく、親し
みのあるものにした踊りです。日
本舞踊で使用する曲とは違い、演
歌や歌謡曲など、現代に馴染みの
ある曲に、振りを付けて踊ります。

活動をしてよかったことは？
定期的に訪問する施設では、毎回違う踊りを披露するようにしています。また、利用者と握手
をして帰るのですが、涙を流しながら握手をしてくれる方がいて、なかなか次の方と握手ができ
ない時があります。それだけ喜んでもらえたと思うと、活動してきてよかったと感じます。

今後の目標は？

もっと利用者に喜んでもらえるよう、みんなで稽古を頑張り、いろんな場所で活動したいです。

誰かのために

自分ができること

全国各地で災害が発生しています。現地で泥出し、物資の搬入・配布などを行うボランティア
活動のほかにも、被災した地域や人を応援する方法があります。

●お金を寄付する

●支援物資を送る

寄付は下記の３つに分けられています。自分の
思いとあてはまるところに寄付をすることが大切
です。

必要としている支援物資をホームページで確認
したり、被災地に問い合わせたりしてから送ると
よいでしょう。

「義援金」…被災者に直接、見舞金として配分さ
れるお金です。
「支援金」…被災地のボランティア活動で必要な
器具のレンタル料など、被災地支援
活動に取り組むボランティア団体の
活動資金を応援するお金です。
「寄付金」…被災自治体の復興や再建のための財
源として使われるお金です。
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●観光をする
復旧活動が長期化した場合など、被災地への観
光や物産品の購入も被災地の復興につながります。

※(福)岐阜県社会福祉協議会発行「災害ボランティアを
はじめよう！！」を参考に作成しました。

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!!
シリーズ 認知症 ❶

『認知症』
にはどんな症状があるの？
「認知症」とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったりした
ためにさまざまな障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状態のことを指します。
これから挙げる５つの症状は、
「中核症状」といい、認知症になれば誰にでも現れます。

❶ 記憶障害

❷ 見当識障害

新しいことを記憶でき
ず、ついさっき聞いたこと
さえ思い出せなくなります。

❸ 理解･判断力の障害
些細な変化やいつもと
違うできごとで、混乱する
ようになったり、二つ以上
のことが重なるとうまく処
理できなくなったりします。

❹ 実行機能障害
自分で計画を立てられ
ない・予想外の変化にも柔
軟に対応できないなど、物
事をスムーズに進められ
なくなります。

時間や季節の感覚が薄
れ、その後に、迷子になっ
たり遠くに歩いて行こうと
したりするようになります。

❺ 感情表現の変化
その場の状況がうまく
認識できなくなるため、周
りの人が予測しない、思い
がけない感情の反応を示
すようになります。

次号では、
「行動・心理症状」という、本人の性格や環境、人間関係など様々な要因がから
み合って起こる症状をご紹介します。
参考：政府広報オンライン
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）

1394-2521
羽島市福祉ふれあい会館内
社協はしま
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実

「チビッ子夢広場」
10月～2月（全5回）
【実施時間】毎回 10：30 ～ 11：30
【対
象】乳幼児と保護者
【定
員】25組
（5回分）
【参 加 費】1,000円
【申込期間】9月1日
（金）～ 15日
（金）

「小学生土曜クラブ」
10月～3月（全6回）
所】羽島市福祉ふれあい会館2階など
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】9月1日
（金）～ 14日
（木）

【場
【対

※内容が変更になることがあります。

施 日

内

容

1回目

10月 6日（金）

スキンシップタイム①

2回目

11月30日（木）

スキンシップタイム②

3回目

12月 7日（木）

チビッ子クリスマス会

4回目

1 月26日（金）

親子でHappy time

5回目

2 月23日（金）

英語であそぼう！

クラブ名

日 時

定員

参加費

リトルシェフクラブ

第2土曜日

18名

1,800円

第3土曜日
19名
14：00～15：30

1,200円

クリスマスケーキ・グラタン作りなど 14：00～16：00

室内レククラブ

ドッヂボールなど

キッズイングリッシュクラブ

第4土曜日

外国人講師による英会話＆ゲーム 14：00～15：00

30名

1,200円

はっぴーサロンコーナー

● マスクプレイオペレッタ 劇団バク
「アリとキリギリス」
【日

【場

時】10 月 13 日
（金）
受付 10:00 開場 10:20
開演 10:30 終演 11:30
所】児童センター アリーナ

【対 象】乳幼児と保護者
【定 員】50 組
【参加費】大人 100 円（当日集金）
乳幼児 無料
【申込期間】
9 月 5 日（火）～ 15 日（金）

将来、子育て支援活動に携わりたい方も見学（体験）
していただけます。
お気軽にお問い合わせください。

はしま子育て支援チームの活動
「ほっとブレイクデー」

【日時】9月13日（水）
・10月11日
（水）
10：00～12：00
【場所】児童センター 図書室
コーヒーまたは紅茶とパンのセットで130円です。

「子育て講座」

【日時】9月28日（木）
・10月26日
（木）
10：30～11：30
【場所】羽島市福祉ふれあい会館2階
【講師】三神廣子先生
お問合せ：☎090-3447-8082
（馬場）
お気軽にご参加ください。
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全てのお申込みについて
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組までお申し込みになれます。
※定員以上の申込みがあった場合は、公開抽選
を行います。
お申し込み・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）

1391－1226

FAX391－1622

e-mail : jidokan@hashima-shakyo.or.jp
インターネットURL http://hashima-shakyo.or.jp/jidokan/

休館日：毎週月曜日、第１･3日曜日、祝日

丸栄コンクリート工業㈱、羽

サーチセンター、㈱田中建設、

藤瓦工事店、㈱日本バイオリ

不動産、ほしの接骨院、大島

島ダンボール㈱、㈱プロパン

ＯＮ、㈲山本商店、㈲やすい

ツ和、㈲光塗装、（特非）介護

商事㈱、大栄整理㈱、㈴稲垣

㈲羽島寝装、㈲ソーイング三
まめ家、河善毛織㈱、糸井川

商店、㈲武藤石材店、たけは

南谷工業㈱、近藤鉄工所㈲、

近藤運送㈲、㈱ヨコチュー、

ニット㈱、丸勝南谷建設㈱、

㈱川瀬組、森白製菓㈱、大橋

設備工業、天王浅野建築㈲、

㈱、㈱岩田鉄筋工業、㈱天王

㈲早野鉄工、西垣ポンプ製造

熊保育園、㈱シーエーエー、

岐阜事業所、羽島商事㈱、小

儀社、岩田農産、東海染工㈱

設㈱、岩信織物㈴、㈲前澤葬

園、㈱ニホンサンミ、大金建

丸和自動車工業㈱、足近保育

あいそら羽島、木戸運送㈱、

乃路㈱、㈱岩田建築工務店、

マルヒコ㈱、丸美衣料㈱、美

ドルド製薬㈲、㈱プロスパー、

メディカル、㈲はかまや組、

平井工業㈱、㈱渡信、㈱渡辺

◇法人・事業所・団体会費

ぎふ農業協同組合、大成工業

㈱井村組、㈱栄光、㈲竹組、

イセイ工務店、塗壁製菓㈴、

室、フルーツ岐阜羽島、㈱タ

堀内工務店、㈲オレンジ美容

出張所、㈲小川ふとん店、㈲

㈲岐衛、㈱大垣共立銀行正木

築㈲、ハシマシート工業㈲、

㈲川出大谷石、橋本淳総合建

江川精工㈱、㈲アマミ工業、

三星ケミカル㈱、三星染整㈱、

プリング、今井田ニット㈲、

日比野自動車商会、パームス

㈱、須賀鉄工㈱、㈲下出化成、

ス、カワボウテキスチャード

北川工務店、今井田モーター

カイ、㈱ソーイング平島、㈱

大洋電機㈱、㈲雷屋、㈱トー

さきこども園、大洋電工㈱、

㈲三岐電気工事、㈲山和、ま

㈱、㈱大吉、㈲西沢機械設備、

ック㈱、㈱ニシマツ製作所、

高砂学園、ニチアスシールテ

イ、竹鼻ドライ㈾、学校法人

㈲ますかスポーツ、㈲カワラ

㈲アイ・ブリッジ羽島、大垣

竹鼻保育園、㈲小見山興産、

㈱岐阜デリカ、羽島牛乳販売

店、㈱林建設、竹花園花店、

イパーブレイン、入山自転車

ション、㈲みのり商事、㈱ハ

店、㈲ケイアンドエムコレク

商会、㈱大垣共立銀行羽島支

正木屋商事㈴、㈲入野自転車

岩田健毛織㈱、大同印刷㈱、

ップスアイ、セブンイレブン

ナカゴシ、南羽鉄工㈱、㈲ト

加藤製作所、岐阜毛被㈱、㈲

モータース、㈱浅野組、㈱ワ

倉庫、㈲ジオール、オオハシ

電装、其田電気工事、㈲北尾

カローラ岐阜㈱羽島営業所、
店、（一社）
羽島市医師会、ア
イネ・クライネ、若栄毛織㈱、 パールスティック㈱、㈲羽島

㈱、岐阜商工信用組合羽島支

羽島竹鼻町蜂尻店、龍香苑、

ケア、大信自動車㈱、トヨタ

海鈑金、（特非）
コンフォート

甚、和田モータース㈾、㈲東

ホームセンター羽島店、㈱水

川家、㈲奥田金物店、カーマ

㈱片岡組、㈲丸徳商店、㈲吉

ツリアサノ組、㈲小川設備、

尾西信用金庫羽島支店、㈲ハ

長谷虎興業㈱、㈱ハイボーン、

績㈱、㈲タナカインテリア、

㈱電子技法中央会、長谷虎紡

㈱田中工務店、㈲日浦新聞店、

プラン、ナチュラルホーム㈱、

イズ、サンネットワーク岐阜
㈲長良畔、小規模多機能ホー
化成品㈱、安藤建材店、山内
㈱、岐阜紡織㈱、ミノ重工㈱、 ムわおん新芽、㈲高木土木、
綜合手続事務所、㈱カミノ、
㈲矢野社寺建築、㈲スペース
岩田硝子建材㈱、㈱オーゾネ、 ㈲田代板金、㈲佐合縫製、㈲

西濃信用金庫羽島支店、東陽

㈱中央鉄工所、㈱エスライン

スプレイ日工㈲、不二精工㈱、

羽島動物病院、㈱東美、ディ

動産、㈲音羽、㈱富田製麩所、

十六銀行羽島支店、㈲横山不

ねちゃん、㈲フォトスタジオ

新大垣証券㈱、㈲ラーメンむ

羽島支店、㈲丸英、㈲あさせ、

㈱、㈱シバタ、岐阜信用金庫

ァ ホテル、羽島自動車工業

アンディアーモ パルテンツ

場十一商店、㈱大一テクノ、

谷シャツ、福寿保育園、㈱馬

服部組、東海開発㈱、福寿工

寿光苑、三明電気㈱、大日産

㈱、㈲ワールド歯研、㈱岩田

㈱渡辺石油店、㈴小川商店、

社協会費へのご協力
ありがとうございました
歯科医院、さとつね、（特非）

業㈱、大野会計事務所、㈱関

の藤小、後藤惣ニット㈱、㈱

な歯科、大島木工所、浅井物
ウエルネットぎふ、㈴井三商
店、㈲鳥芳、羽島商工会議所、 産㈴、㈱道家金物店、㈱羽島
タイヤセンター、㈱野村住設、

業㈱、松菱産業㈱岐阜営業所、

鉄工所、日光精器㈱岐阜工場、

田精肉店、㈴浅野屋、㈲三愛

㈱長谷虎リネンサービス、縄

青山、羽島市歯科医師会、㈱

㈱羽島企画、イワタニ東海㈱、

ひかり泉こども園、㈱森電気

ハシマ機料㈱、㈱三友製作所、

時計店、奥田工業㈱、㈱入山

商会、㈲濃尾、㈲山田商店、

問久商店㈲、㈲傍島鉄工所、

羽島、㈱山田組、㈱中部自動
山北機料店、高橋㈱、㈱マル
モト花村材木店、昭和建設㈱、 車工業、㈱丸一製作所、㈲三
立精工、㈲美竹鉄工、伊藤撚

安江建設㈱、㈱住建トーヨー

㈱江崎工務店、㈲山田建設、

㈱羽島鈑金、家具ショップＺ

鉄工所、羽島薬局、やまだ歯

住器、㈲中部機械サービス、

㈱東晃製作所、㈲栗山建築、

糸㈲、ワタベ工務店㈲、㈲近

モリシンニット㈱、ラピュタ
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㈱美濃商会、㈲英晶商事、㈱

垣西濃信用金庫羽島中央支店、

阜羽島バス・タクシー㈱、大

堂、㈲なまずや羽島分店、岐

ター店テナント共栄会、黄金

太田鉄筋㈲、バロー羽島イン

羽島ダンゴ、㈱タナカサイン、

吉良保育園、浅野印刷㈱、㈲

イフーズ㈱、㈱渡辺建設、江

イケアセンター羽島、トーカ

ータース、渡辺鉄工所、ニチ

科医院、松下鉄工㈱、熊沢モ

センニット工業、日興製薬㈱、 極法寺、法蔵寺、永照寺、安

ウー、東松自動車㈱、㈲マル

コップ㈱、高平㈴、㈱ジュホ

ン中部㈱、渡六毛織㈱、サン

堂、棚橋靴下製造、キングラ

タース、アキラニット、長栄

㈱ウカイ設計、㈱シバタモー

園、中日本ハイウェイ・メン

作所、丸明ニット、桜花保育

ニット㈱、㈱アオキ、㈱森製

店、㈱リコーショップ、神戸

寺、竹鼻別院、真修寺、少林

福寺、円覚寺、圓隆寺、大仏

浄栄寺、聞得寺、西岸寺、専

寺、本覚寺、光照寺、正法寺、

覚寺、円養寺、栄龍寺、法泉

ん、㈲カスガイ、㈱正海金型、 光泉寺、極了寺、空満寺、因

テナンス名古屋㈱、ひょうた

寺、法源寺、伝法寺、仏願寺、

寺、開白寺、法啓寺、慶善寺、

応寺、法円寺、明超寺、延命

一乗寺、恩立寺、永明寺、了

寺、興源寺、願教寺、正寿寺、

ーク、誓養寺、西方寺、大恵

㈱荒川急送、㈲大喜精工、㈲

㈱美建アサイ、㈱今井製本、

イトウ工業㈲、㈲テクノエー、

㈱、トバナ産業㈱羽島営業所、

工業㈱、中日本住宅サービス

丸広建設、㈲太田板金、三恵

㈱丸敬建設、㈲渡辺食品、㈲

ス、ササノ㈱、㈱太田工業所、

スタイル㈱、㈲サカエビジネ

㈲西脇鉄工所、ファインテキ

㈱、幸栄精機㈱、三協実業㈱、

ケー、㈱保安企画、日東工業

音響、㈱高陽社、㈲エヌユー

㈲宏岐ダクト工業所、㈲野田

ビス喫茶去くわばら、㈱岡田

苑、万灯会双樹園、デイサー

光輝苑、㈱キソウ技研、美輝

伝心会やすらぎ苑、栄屋衛生

東化学㈱、万灯会羽島学園、

サノクリーン、㈱古川組、近

贈答美昌堂、㈱松永組、㈲ア

園、ジョイフル羽島、㈲羽島

工業㈱、㈱ワタリ、中島保育

㈲近藤電気、堀接骨院、岩田

築、㈲ワオン、㈲森製材所、

協議会、羽島市地域活動支援

旭化学㈱、くわばらこども園、 島市保育園保護者連合会、美

材料商会、㈱魚勝、吉川家具

センターのぞみ舎親の会

㈱吉川産業、羽島顆粒工業㈱、 話の会、羽島母親クラブ連絡

㈲、㈱ダイシン、㈱吉川組、

（順不同・敬称略
８月 日

羽島市手をつなぐ親の会、羽

春寺、羽島市障害児を守る会、

東光寺、真福寺、法輪寺、南

寺、善敬寺、珉徳寺、正明寺、

専寺、円応寺、興雲寺、金宝

徳仁寺、光福寺、願照寺、正

寺、是性寺、光清寺、蓮行寺、

師寺、願信寺、誓安寺、正源

伝流寺、円道寺、秀悦寺、薬

寺、照西寺、福安寺、伝徳寺、

楽寺、大乗寺、生蓮寺、清江

文溪堂、八州製作㈱、羽島高

濃尾興業、㈲浅井エフアール

工業所、専光寺、㈱リバティ、

㈲小川モータース、タカギ建

ピー、㈱バンニット、㈱番住

（一財）
国際クラブ、信和㈱、

※一般会費、特別会費の掲載は割
愛させていただきます。

障がいのある人への理解を深めるきっかけづくり

楽しく介護予防に取り組める環境づくり

速鉄道高架㈱、㈱ラボテック、

宅、堀津保育園、㈱エムシー

㈱Ｔ．Ｂ．Ｃ．、㈱ナイスワ

現在）

シー、㈲朝日製本、㈴西垣商
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社協桑原支部

社協下中支部

子ども同士がふれあう機会の提供

羽島市社協

F U R E A I

INFORMATION

あの人を、すべての人を、支えたい。

～ ご 協 力 を お 願 い します ～

10月１日～12月31日
昭和22(1947)年にスタートした共同募金運
動は、今年70周年を迎えます。
ご協力いただいた寄付金は、民間の福祉施設・団
体等に配分され、地域の様々な福祉サービスの財
源や設備の向上のために活用されます。
皆様のあたたかいご理解とご協力をお願いします。
▲もっと良いまちになりますように

募集しています！
○共同募金にご協力いただける企業の方
○街頭募金活動にご協力いただける学校や団体・個人
の方
（街頭募金活動実施予定日）
10月２日：新幹線岐阜羽島駅北口・南口
10月27・28・29日：え・ふねイルミネーションフェア
会場（江吉良駅西）
11月11・12日：なまずまつり2017会場

▲わたしも協力するよ

詳細は、岐阜県共同募金会羽島市支会 (☎391-0631）までお問い合せください。
（羽島市福祉ふれあい会館内）

日㈮までに、申請書

29

配分を希望する団体は、

９月

を羽島市社会福祉協議会事

０６３１）

社協はしま

－

務局（☎３９１

15

までご提出ください。

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
羽島市地域包括支援センター

ありがとう！

地域福祉活動センター

あったかハート

2F

16

◆本会への寄付（順不同・敬称略）

羽島市発達支援センター
発達教室もも・相談室もも

㈲コンコルド羽島、匿名２

3F

日から8月 日まで）

I.Ｃ

羽島市児童センター

（6月

至名神岐阜
羽島

至岐阜羽島駅

浅平東
Ｐ
公園 羽島市いきいき元気館

4F

件

駐車場
Ｐ
竹鼻交番

募 集

羽島
市民会館

Ｐ

Ｎ

年末年始事業
配分希望団体

羽島市福祉ふれあい会館

車いす利用者
駐車場

年末年始に行われる地域

福祉・在宅福祉サービス事

羽島市内のNPO

業に対し、事業費の一部を

象
法人・福祉関係当

事者団体等

５万円（上限）

支援します。

対

助成額

ＮＰＯ法人は、主な活動

分野が「保健・医療・福

祉」に限ります。

羽島市福祉ふれあい会館 案内

至岐阜

案内図

ふれあい
インフォメーション
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