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・～羽島市内の 取り組みを紹介～
防ごう！地域での孤立
・福祉協力校活動紹介
感謝の気持ちを笑顔にのせて 羽島高等学校

紹介 P5 ・わが街のボランティアさん ほか
紹介 P6

・地域包括支援センター
（高齢者総合相談センター）

案内 P7 ・児童センターだより
募集 P10お願い・ふれあいインフォメーション

取り組みを紹介～
！ 地域での孤立

知ってほしい
孤立予防のための活動

うれしい。友達を誘ってま

た来たいわ。」との感想を

聴くことができました。

不 安 を解 消しよう
子 育て 支 援 活 動

社協江吉良支部では、乳

幼児と保護者が集う機会を

設け、レクリエーションな

た中での子育てを減らし、

各支部社協の取り組みに

ついては、竹鼻南を除く各

町のコミュニティセンター

へお問い合わせください。

2
2
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昨今、地域社会のつながりや地域への関心が薄れたこと
で、社会的に孤立する恐れのある方が増えています。
こうした中、地域住民が気軽に集まることができる「集
いの場」の在存が大切になっています。
そこで、孤立予防などを目的として開催・運営されてい

流できる取り組みをしてい

どを通して、親子同士が交

なごやかな雰囲気がありま

ます。

この取り組みは、孤立し

す。参加した方からは、
「近

る取り組みの例をご紹介します。

支 部 社 協の活 動

くに集まれる場所ができて

子育て中の不安を少しでも

解消していただくことを目

的としています。

７月には、外国人講師に

気 軽に集 える 場
カフェ無 憂 樹
社協上中支部は、地域の

▲親子同士の笑顔がありました

ている支部社協があります。

目的とした取り組みを行っ

この他にも、孤立予防を

ました。

ことができる講座が開かれ

して、楽しく英語に触れる

よるゲームや歌などをとお

カフェには笑顔があふれ、

すことができます。

どを飲みながら自由に過ご

なたでも参加でき、お茶な

にお住まいの方であればど

このカフェには、上中町

す。

うじゅ）」を開設していま

ーで「カフェ無憂樹（むゆ

ら上中コミュニティセンタ

る集いの場として、７月か

方が気軽に、楽しく過ごせ

▲ご近所さんとホッと息抜き

地域住民が
主 体の活 動
会 話に華 を 咲 かせよ う

ています。教室に参加する

けあい、見守り合う場とし

場を提供し、孤立予防の一

ことで地域の人同士が顔を

羽島市社会福祉協議会で

です。

この取り組みの大きな利点

合わせることができるのも、

助となることなどを目的に、 ても役立っています。
町内のボランティアによっ
て立ち上げられました。
がら自身の近況などについ

は、自分たちが住む地域な

様 々な 効 果 が！
介護予防教室

小熊町の東小熊地区では、 て、顔馴染みとお話するこ

どで介護予防のための通い

ここでは、お茶を飲みな

町内の高齢者を対象とした、 とができるので、参加者は

の場を立ち上げ、運営する

▲わきあいあいとした楽しい教室

井戸端会議

毎回の開催を楽しみにして

桑原町八神では、今年度

ています。

「井戸端会議」という集い

こうした集いの場は、参

人を養成する講座を行なっ

この集いの場は、ご近所

加者同士がお互いに気にか

いらっしゃいます。

▲世間話ができる憩いの場

の場を開催しています。
さんと気軽にお話ができる

から講座修了者が中心とな

って介護予防教室が立ち上

がり、運営されています。

この教室は、心身の健康保

持だけでなく、閉じこもり

を解消することも目的とし

孤 立 予 防の活 動 を
もっと増 やそう！

羽島市社会福祉協議会で

は、このような地域の皆さ

んの力によって行われる取

り組みを増やしていきたい

と考えています。

地域のための活動に興味

がある方や、掲載した活動

の詳細を知りたい方は本会

までぜひご連絡ください。
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～羽島市 内の
防ごう！
ご存知
ですか?

▲お友達と一緒に通っています！

福祉協力校活 動 紹 介

定 期 的な活 動

の方と一緒に祭りを盛り上

げる経験をさせていただい
ています。

７月、 月には、「トミ

頭啓発活動に参加していま

ダヤ」羽島店で羽島市の街

島高等学校の生徒たちにさ

手伝いや、イベントの運営

す。店内の入り口二か所に

ィッシュペーパー、ボール

の手伝いをしています。ス

わやかな挨拶を届けていま

岐阜県立羽島高等学校

感謝の気持ちを笑顔にのせて
こんにちは。私たちは、
羽島高等学校「Ｓクラブ」
先生と林先生にお越しいた

ペンなどを買い物客の皆さ

タッフの方にいろいろとア

分かれて立ち、チラシやテ

Ｓクラブは、国際ソロプ
だき、「手話講習会」を行

んに配り、「青少年の非行・

ドバイスをしていただきな

す。

チミスト羽島のご指導・ご
っています。手話は耳の聞

被害防止」や「子供・若者

がら、羽島市の大きなイベ

隔週で手話奉仕員の三輪

支援のもとで、地域のお祭
こえない人との大切なふれ

育成支援」などの理解の呼

地 域の行 事に参 加

りや施設の行事のお手伝い
あいの言葉だと学ぶ中で、

などを中心にボランティア
趣味や夢などの自己紹介や、

とともに、保育士になりた

の仕事の大変さを実感する

ているものもいて、保育士

は、将来、保育士を目指し

をしています。生徒の中に

楽しい時間になるよう工夫

ていただき、園児にとって

先生から園児の様子を教え

ています。事前に保育園の

の年長園児と交流会を行っ

夏休みには、竹鼻保育園

思っています。また、地域

をさらに広げていきたいと

新たなＳクラブの活動の輪

きた活動を大切にしながら、

今までのＳクラブが行って

こられた伝統ある活動です。

先輩方がずっと引き継いで

たちが行っている活動は、

いただきましたが、今、私

の活動の一部を紹介させて

羽島高等学校のＳクラブ

大変うれしく思っています。

パンフレット配りや物品販

ています。本部案内所にて

として参加させていただい

は、ボランティアスタッフ

れる「美濃竹鼻まつり」に

いという思いをさらに強く

の方とのつながりもさらに

５月に竹鼻商店街で行わ

ントに携わることができ、

活動を行っている部活動で

手話歌も表現できるように
なりました。

す。

Ｓクラブって？
Ｓクラブの「Ｓ」には、
ソーシャル・サービス・ス
クールの三つの意味があり
ます。羽島高等学校のボラ
ンティア活動の始まりは古
く、昭和 年に東海道新幹

売の呼びかけ、美術部がデ

する機会にもなっています。

ています。

ザインした缶バッチの販売、

ぎふ羽島駅前フェス

大切にしていきたいと思っ

フェス」に参加し、屋台の

4
2
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びかけを行っています。

です。

美濃竹鼻まつり

秋には、「ぎふ羽島駅前
会所のお手伝いをし、地域

鉄羽島市役所前駅で行われ
に参加して、地域の方や羽

名鉄羽島市役所前駅で花を
す。

八剣神社の警備、下城町の

あいさつランドはしま

る「あいさつランドはしま」

また、毎月 日ごろに名
15

立てる活動を継続していま

動を始めました。現在は、

に、岐阜羽島駅の花立て活

線が開通したのをきっかけ

39

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。

はしま竹の子会
活動をしてうれしかったことは？
活動内容は？
共働き家庭、ひとり親家庭の子どもやひと
り暮らしの高齢の方が気軽に入れる食堂を、
羽島商工会議所１階にて「たけはな子ども食
堂」として毎月第１・３木曜日午後５時から
８時まで開催しています。

活動を始めたきっかけは？
子どもたちの笑顔に陰りがでてきたことを
心配する高齢者と接する中で、子どもたちの
心のケアが必要であると気づきました。
子どもたちの笑顔あふれる居場所を提供し
ようと思い、活動を始めました。

学ぼう
！

災害ボランティアのコト
シリーズ③

現地の被害状況等の情報収集
必要な装備の確認
ボランティア活動保険への加入
食事や宿泊場所の確保

※活動内容や時期等に応じて、別途必要
だと思われるものをご準備ください。

5
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今後の活動の展望は？
現在は、子ども食堂の他に、小学生以
下の子どもを対象とした英語教室も開催
しています。今後は、もっと活動の幅を
広げていきたいと思っています。

災害ボランティアとして活動しよう

事前に準備しておきたいこと
●
●
●
●

平日の忙しい時間帯でも調理ボランテ
ィアさんが来てくれます。今では、羽島
高校の生徒さんたちも手伝ってくれます。
子どもたちの「美味しかった！ありが
とう！」の声が私たちの活動の励みにな
っています。

ボランティア活動を
したいけど何を準備
すればよい
のかな？

必要最低限の準備は
欠かさないように
しよう！

羽島市地域包括支援センター（高齢者総合相談センター）

地域包括支援センターってどんなところ？
権利擁護業務
高齢者のみなさんを対象に、権利や安全を守るお手伝いをします。例えば、
高齢者虐待への対応、悪質な訪問販売等による消費者被害の防止、成年後見
制度の活用などにより、みなさんの持つ様々な権利を擁護します。

☆寄せられる相談事例

(消費者被害の相談)

ひとり暮らしの方のご自宅に訪問した際、玄関先に荷物が置
いてあり、本人に訊ねると
「何の荷物か分からない」
と言われま
した。本人に了承を得て、一緒に中身を確認するとカニやエビな
どの海産物が入っていました。本人は
「購入した覚えがない」
と
言い、この荷物をどうしたらよいのか困っている様子でした。
民生委員

そうですか。身に覚えのない荷物が届けられていたの
ですね。ご自宅を訪問し確認させて頂きます。

地域包括
支援センター

消費者被害に対する地域包括支援センターの役割

・悪質な訪問販売の危機から、権利や安全を守るお手伝い
・消費者被害に遭わないための情報提供
・判断能力が不十分な方を支える成年後見制度、日常生活自立支援事業などを円滑に利用
するための支援
・関係機関との連携を通じた問題の解決

今回は、専門の相談員が無料・秘密厳守で様々な消費者トラブルなどの
解決を支援してくれる消費者ホットライン☎
（局番なし）
「１８８」
番へつなぐこ
とで、
クーリング・オフ制度を活用して解約することができました。
☆上記のようなケースで、本人が自分で選択・決定ができない場合は…？

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分な方について、契約の締結を行う
代理人の選任や、本人が誤った判断により契約を締結した場合に取り消すことができるよう
にすることなどにより、これらの人を不利益から守る制度です。
地域包括支援センターでは困りごとの相談に対応し、内容によって関係機関と連携・手続
きの支援を行います。また、住民の方に成年後見制度の理解を深める為の普及・啓発を行っ
ています。

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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セン タ ー
童
児
だより

2019後期募集

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
【参 加 費】1,000円（5回分）
【申込期間】9月7日（土）～ 20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4日（水）～ 14日（土）

【場
【対

施 日

内

容

1回目

10月18日
（金）

ハロウィーンをたのしもう！

2回目

11月27日
（水）

レッツ・ダンス！
！

3回目

12月20日
（金）

クリスマス・ミニコンサート

4回目

1月24日
（金）

オリジナルカレンダーを作ろう

5回目

3月13日
（金）

ワッフル交流会

クラブ名

日 時

リトルシェフクラブ

第2土曜日
9：30～11：30

クリスマスケーキ・パン作りなど

定員

参加費

18名 1,800円

室内レククラブ

第3土曜日
19名 1,200円
10：00～11：30

キッズイングリッシュクラブ

第4土曜日
30名 1,200円
14：00～15：00

ボール遊び・バス遠足など

※なお日時・内容が変更になることがあります。 外国人講師による英会話＆ゲーム

はっぴーサロンコーナー
「9月・10月の行事予定」
☆健康チェック（身長体重測定）

9月5日（木）
・10月3日
（木）
10：30 ～ 11：30

☆おもちゃ病院（おもちゃの修理をしています）
9月18日
（水）
・10月16日
（水）
10：00 ～ 12：00

☆読みきかせ講座 かりんとうさんとあそびまSHOW ☆みんなDeくらふと
9月12日(木)・10月10日
（木）
10：30 ～ 11：30

☆8月・9月生まれのお誕生会

9月13日（金）
10：30 ～ 11：30

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11日
（水）
・10月9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おやつのセットで150円です。

「子育て講座」

【日時】9月25日
（水）
・10月23日
（水）
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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～ハロウィーン～

10月4日
（金）
10：30 ～ 11：30

☆ハロウィーンパーティ

10月25日
（金）
10：30 ～ 11：30

後期募集のお申し込みについて
開館時間内に、各専用申込用紙に記入して

児童センターの申込箱に入れてください。
定員以上の申し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

鉄工所㈲、寿光苑、三明電気

コチュー、南谷工業㈱、近藤

谷建設㈱、近藤運送㈲、㈱ヨ

菓㈱、大橋ニット㈱、丸勝南

野建築㈲、㈱川瀬組、森白製

業、㈱天王設備工業、天王浅

ポンプ製造㈱、㈱岩田鉄筋工

エーエー、㈲早野鉄工、西垣

商事㈱、小熊保育園、㈱シー

東海染工㈱岐阜事業所、羽島

㈴、㈲前澤葬儀社、岩田農産、

ンミ、大金建設㈱、岩信織物

㈱、足近保育園、㈱ニホンサ

木戸運送㈱、丸和自動車工業

田建築工務店、あいそら羽島、

マルヒコ㈱、美乃路㈱、㈱岩

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

㈲山田商店、㈱江崎工務店、

園、㈱森電気商会、㈲濃尾、

㈱岐阜工場、ひかり泉こども

合、㈱岩田鉄工所、日光精器

組、㈱栄光、ぎふ農業協同組

工務店、塗壁製菓㈴、㈱井村

ルーツ岐阜羽島、㈱タイセイ

ふとん店、㈲堀内工務店、フ

共立銀行正木出張所、㈲小川

ート工業㈲、㈱住建、㈱大垣

橋本淳総合建築㈲、ハシマシ

アマミ工業、㈲川出大谷石、

三星染整㈱、江川精工㈱、㈲

プリング、三星ケミカル㈱、

日比野自動車商会、パームス

スチャード㈱、須賀鉄工㈱、

田モータース、カワボウテキ

グ平島、㈱北川工務店、今井

屋、㈱トーカイ、㈱ソーイン

洋電工㈱、大洋電機㈱、㈲雷

㈲山和、まさきこども園、大

所、㈱羽島鈑金、家具ショッ

店、昭和建設㈱、㈲傍島鉄工

高橋㈱、㈱マルモト花村材木

ニチアスシールテック㈱、㈱

ライ㈾、学校法人高砂学園、

ポーツ、㈲カワライ、竹鼻ド

㈱、㈱オーゾネ、㈲ますかス

所、㈱カミノ、岩田硝子建材

藤建材店、山内綜合手続事務

羽島支店、東陽化成品㈱、安

ッジ羽島、大垣西濃信用金庫

㈲小見山興産、㈲アイ・ブリ

羽島市医師会、竹鼻保育園、

工信用組合羽島支店、（一社）

カ、羽島牛乳販売㈱、岐阜商

設、竹花園花店、㈱岐阜デリ

商事、入山自転車店、㈱林建

エムコレクション、㈲みのり

銀行羽島支店、㈲ケイアンド

入野自転車商会、㈱大垣共立

同印刷㈱、正木屋商事㈴、㈲

工会議所、岩田健毛織㈱、大

工、伊藤撚糸㈲、ワタベ工務

作所、㈲三立精工、㈲美竹鉄

㈱中部自動車工業、㈱丸一製

尻店、龍香苑、㈱中央鉄工所、
店、㈲セーフティプロジェク
ト、㈴小川商店、山北機料店、 ㈱エスライン羽島、㈱山田組、

ニシマツ製作所、㈱渡辺石油

店㈲、㈲近藤瓦工事店、㈱日

セブンイレブン羽島竹鼻町蜂

南羽鉄工㈱、㈲トップスアイ、

製、岐阜毛被㈱、㈲ナカゴシ、

工㈱、㈲田代板金、㈲佐合縫

岐阜㈱、岐阜紡織㈱、ミノ重

㈱ワイズ、サンネットワーク

ハシモータース、㈱浅野組、

北尾倉庫、㈲ジオール、オオ

羽島電装、其田電気工事、㈲

所、パールスティック㈱、㈲

ヨタカローラ岐阜㈱羽島営業

東海鈑金、大信自動車㈱、ト

水甚、和田モータース㈾、㈲

マホームセンター羽島店、㈱

吉川家、㈲奥田金物店、カー

備、㈱片岡組、丸徳商店、㈲

㈲ハツリアサノ組、㈲小川設

住設、尾西信用金庫羽島支店、

羽島タイヤセンター、㈱野村

井物産㈴、㈱道家金物店、㈱

下鉄工㈱、熊沢モータース、

㈱入山鉄工所、羽島薬局、松

リビング三浦、奥田工業㈱、

店、㈴浅野屋、㈲三愛時計店、

虎リネンサービス、縄田精肉

タナカインテリア、長谷虎興

法中央会、長谷虎紡績㈱、㈲

店、㈲日浦新聞店、㈱電子技

ュールホーム㈱、㈱田中工務

土木、㈲矢野社寺建築、ナチ

能ホームわおん新芽、㈲高木

工㈱、㈲長良畔、小規模多機

㈱ディスプレイ日工、不二精

所、羽島動物病院、㈱東美、

不動産、㈲音羽、㈱富田製麩

㈱十六銀行羽島支店、㈲横山

山、（一社）羽島歯科医師会、

ちゃん、㈲フォトスタジオ青

大垣証券㈱、㈲ラーメンむね

支店、㈲丸英、㈲あさせ、新

㈱シバタ、岐阜信用金庫羽島

一テクノ、羽島自動車工業㈱、

育園、㈱馬場十一商店、㈱大

務所、㈱関谷シャツ、福寿保

㈱、福寿工業㈱、大野会計事

ット㈱、㈱服部組、東海開発

㈱プロパンの藤小、後藤惣ニ

㈱、大日産業㈱、松菱産業㈱

㈲山田建設、㈱東晃製作所、

本バイオリサーチセンター、

けはな歯科、大島木工所、浅

岐阜営業所、㈱羽島企画、イ

㈲栗山建築、㈲羽島寝装、㈲

プＺＯＮ、㈲山本商店、㈲や

渡辺鉄工所、ニチイケアセン

㈴井三商店、㈲鳥芳、羽島商

ワタニ東海㈱、、㈱三友製作

ソーイング三ツ和、㈲光塗装、

㈱田中建設、丸栄コンクリー

社協会費へのご協力
ありがとうございました

所、安江建設㈱、㈲中部機械

すい不動産、ほしの接骨院、

業㈱、㈱ハイボーン、㈱長谷

サービス、モリシンニット㈱、 （特非）介護まめ家、河善毛織
㈱、糸井川歯科医院、さとつ

大島商事㈱、大栄整理㈱、㈴

ラピュタ㈱、㈱大吉、㈲西沢

ター羽島、トーカイフーズ㈱、
ね、（特非）ウエルネットぎふ、 稲垣商店、㈲武藤石材店、た

ト工業㈱、羽島ダンボール㈱、

機械設備、㈲三岐電気工事、
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大喜精工、㈲濃尾興業、㈲浅

㈱今井製本、㈱荒川急送、㈲

㈲テクノエー、㈱美建アサイ、

㈱羽島営業所、イトウ工業㈲、

住宅サービス㈱、トバナ産業

田板金、三恵工業㈱、中日本

渡辺食品、㈲丸広建設、㈲太

太田工業所、㈱丸敬建設、㈲

カエビジネス、ササノ㈱、㈱

ァインテキスタイル㈱、㈲サ

協実業㈱、㈲西脇鉄工所、フ

東工業㈱、幸栄テクノ㈱、三

ヌユーケー、㈱保安企画、日

㈲野田音響、㈱高陽社、㈲エ

速鉄道高架㈱、㈱ラボテック、

文溪堂、八州製作㈱、羽島高

㈲羽島コンタクトレンズ、㈱

庫羽島中央支店、㈱美濃商会、

タクシー㈱、大垣西濃信用金

や羽島分店、岐阜羽島バス・

ト共栄会、黄金堂、㈲なまず

バロー羽島インター店テナン

㈱タナカサイン、太田鉄筋㈲、

浅野印刷㈱、㈲羽島ダンゴ、

㈱渡辺建設、江吉良保育園、

専光寺、㈱リバティ、（一財）

去くわばら、㈱岡田工業所、

会双樹園、デイサービス喫茶

㈱キソウ技研、美輝苑、万灯

業、羽島顆粒工業㈱、光輝苑、

くわばらこども園、㈱吉川産

シン、㈱吉川組、旭化学㈱、

㈱魚勝、吉川家具㈲、㈱ダイ

らぎ苑、栄屋衛生材料商会、

万灯会羽島学園、伝心会やす

松永組、㈲アサノクリーン、

羽島、㈲羽島贈答美昌堂、㈱

㈱、中島保育園、ジョイフル

藤電気、堀接骨院、岩田工業

㈲ワオン、㈲森製材所、㈲近

川モータース、タカギ建築、

ット工業、日興製薬㈱、㈲小

東松自動車㈱、㈲マルセンニ

サンコップ㈱、㈱ジュホウー、

グラン中部㈱、渡六毛織㈱、

長栄堂、棚橋靴下製造、キン

モータース、アキラニット、

型、㈱ウカイ設計、㈱シバタ

屋㈱、㈲カスガイ、㈱正海金

イウェイ・メンテナンス名古

親の会

域活動支援センターのぞみ舎

クラブ連絡協議会、羽島市地

連合会、美話の会、羽島母親

親の会、羽島市保育園保護者

を守る会、羽島市手をつなぐ

輪寺、南春寺、羽島市障害児

正明寺、東光寺、真福寺、法

寺、金宝寺、善敬寺、珉徳寺、

照寺、正専寺、円応寺、興雲

蓮行寺、徳仁寺、光福寺、願

寺、正源寺、是性寺、光清寺、

悦寺、薬師寺、願信寺、誓安

伝徳寺、伝流寺、円道寺、秀

寺、清江寺、照西寺、福安寺、

照寺、安楽寺、大乗寺、生蓮

仏願寺、極法寺、法蔵寺、永

寺、少林寺、法源寺、伝法寺、

寺、大仏寺、竹鼻別院、真修

岸寺、専福寺、円覚寺、圓隆

正法寺、浄栄寺、聞得寺、西

寺、法泉寺、本覚寺、光照寺、

満寺、因覚寺、円養寺、栄龍

慶善寺、光泉寺、極了寺、空

寺、延命寺、開白寺、法啓寺、

明寺、了応寺、法円寺、明超

㈱アーネスト、誓養寺、西方

※一般会費、特別会費の掲載は割
愛させていただきます。

現在）

国際クラブ、信和㈱、㈱Ｔ．

㈱エムシーシー、㈴西垣商店、

寺、大恵寺、興源寺、願教寺、

（順不同・敬称略
8月 日

井エフアールピー、㈱バンニ

㈱リコーショップ、㈱森製作

正寿寺、一乗寺、恩立寺、永

ット、㈱番住宅、堀津保育園、 Ｂ．Ｃ．、㈱ナイスワーク、

所、桜花こども園、中日本ハ
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1

赤い羽根共同募金は、民間の社会福祉の推進を目的として1947年から続く歴史の長い

募金運動です。皆様のあたたかいご理解とご協力をお願いします。

計画を立てて
寄付を募ります

県内で集めた寄付金は
その県内で使われます

災害が起きた時にも
使われます

地域のニーズを把握してか
ら募金活動を行う「計画募
金」です。

募金運動は都道府県単位で
行われ、寄付金はその都道府
県内の福祉活動に役立てられ
ます。

大規模な災害が発生したと
きは、例外的に都道府県域を
超えた被災地支援にも活用さ
れます。

【お問い合わせ】 岐阜県共同募金会羽島市支会 ☎ 3 9 1 － 0 6 3 1（羽島市福祉ふれあい会館内）

F U R E A I

INFORMATION

気づいたら
見て見ぬふりせず

声かけよう

ふれあい
インフォメーション

本会では、傍観者にならないことの大切さを、
キャンペーン「知らんぷりしないで、関わろう!」
を実施して、広く呼びかけています。

募 集
申込締切

月 日

30

時 間

場

30
15

毎週火曜日
（全 回）

時 分〜

13

時

ほか

8

30

分

羽島市福祉ふれあ

い会館

本会事務局へお越

※活動時間の大半を講師等

の指導を受けて行っている

登録用紙を本会事

団体は対象になりません。

登録方法

務局まで提出

◎いずれも詳細は、本会事

社協はしま

9

（月）

会

申込方法

０６３１）
ま

－

介護予防ボランティア
養成講座

自分が住む地区などで、

務局（３９１

介護予防の場を立ち上げ、

しになるか、また

年末年始事業
配分希望団体

運営する人を養成すること

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。

年末年始に行われる地域

※いずれも13:30 ～ 15:30
（途中参加・退席可）

日

介護者サロン

「社協はしま」は共同募金の配分金により作成しています。

でお問い合わせください。

月

I.Ｃ

は電話にて申込み

申込締切

至名神岐阜
羽島

浅平東
Ｐ
公園 羽島市いきいき元気館

を目的に開催します。

介護予防の場の設

いきいき運動クラブ
登録団体

11

（金）

9 /26
（木）ジョイフル羽島
10/11
（金）正木コミュニティセンター

駐車場
Ｐ

福祉・在宅福祉サービス事

象
置に向けた話し合

いや運営に携われ

介護予防に役立つ運動を

Ｐ

対

市内の福祉団体等

日〜

行っている団体の状況を把

10

「にこにこカフェ」

羽島
市民会館

業に対し、事業費の一部を

象

助成します。

対

る方

月

日

10

握し、活動の推進を図るこ

とを目的に募集します。

登録団体は「いきいき運

動クラブ」として次の支援

を受けることができます。

①介護予防運動を学ぶ研修

の機会の提供

②地域住民への活動の紹介

③介護予防等、団体に役立

羽島市を拠点に、

つ情報の提供 ほか

登録対象

介護予防に役立つ

運動を地域住民が

主体的に行ってい

る団体

羽島市福祉ふれあい会館

車いす利用者
駐車場

至岐阜羽島駅

万円（上限）

実施日
12

社協職員

至岐阜

案内図

竹鼻交番

5

15

※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。

Ｎ

申請書を本会事務
10

月

ご本人と話し合った結果、社協
が行う事業を利用してもらい、通
帳と印鑑を保管することになりま
した。
また、こういった状況を離れて
暮らす息子さんに報告し、成年後
見制度を紹介しました。

局まで提出

近所の友人

助成額

･･･
心配だわ

申込方法

私の近所に住むお友達のこと
です。軽度の認知症のある方で、
通帳や印鑑を頻繁に紛失するた
め、お金を下ろせないことがあ
りました。このほか、お宅には、
通販で購入した商品がたくさん
ありました。
このように、通帳などの保管
や正しい判断が十分にできてい
ないことが心配になり、見て見
ぬふりができず、社協に相談し
ました。
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