
2020.2.1
発行

No.109ぎなん社
協

心配ごと相談所リニューアル特集

社協が実施する子ども
の学習支援室「マイ
ルーム」と岐南まちづく
り女性協議会が実施
する子ども食堂が連携
し、子どもの健康と成
長を応援しています。
「やすらぎファーム」で
“ねぎ”収穫の１枚。

今回の表紙
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【問合せ・予約】　社会福祉協議会　☎058-240-2100
※予約は当月の1日から受け付けます。

　町社会福祉協議会は、毎月やす
らぎ苑で各種相談窓口を開設して
います。
　心配ごと相談は、１月から町社協
スタッフによる相談のほかに、臨床
心理士による相談日を新たに設け
ました。
　社会が複雑化する中で、より専
門性の高いスタッフを配置し、悩み
の原因や解決方法を考えます。
　また、従来の法律相談や不動産
相談、人権・行政相談窓口も引き続
き開設しています。
　お気軽にご利用ください。

社協はどんなご相談にも乗ります！

心配ごと相談所

心配ごと相談

法律相談（要予約 1回最大30分まで）

不動産相談（要予約）

人権・行政相談

秘密
厳守

相談
無料

専門性の高いスタッフ

社会福祉士
介護支援専門員
臨床心理士
弁護士

宅地建物取引主任者
人権擁護委員

第１・３・４・５火曜日　13：00～16：00

第１・第３火曜日は臨床心理士による相談日です

第２・４火曜日　13：00～16：00

第３火曜日　13：00～16：00

第２火曜日　13：00～16：00

Check
!!
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認知症になっても安心して暮らせるまち岐南

認知症カフェ
　認知症カフェとは、認知症の人やその家族、地域の方々や専門職など
誰でも集うことのできるカフェです。お気軽にご参加ください！

もちの木カフェ オレンジカフェ東 ねぎっちょカフェ ローズサロン

第１水曜日
10：00～11：30

第２水曜日
10：00～11：30

第３水曜日
10：00～11：30

第４水曜日
10：00～11：30

3月4日
ハピネス岐南
グループホーム
住所／薬師寺3-17-1
電話／215-5861

2月12日
特別養護老人ホーム
岐南仙寿 うれし野
住所／伏屋8-33
電話／259-3300

3月１1日
特別養護老人ホーム
岐南仙寿 うれし野

3月18日
グループホーム若葉
住所／平成2-139
電話／247-1932

2月１9日
ガーデンパレス弐番館
住所／八剣5-33
電話／249-7755

2月26日
南町民センター
住所／徳田8-97
電話／272-4074

3月25日
南町民センター

2月5日
くつろぎ苑
住所／徳田４-71
電話／275-4126

予約
不要

参加費
無料

　高齢者や障がいがある人のなかには、どんな福
祉サービスがあって、どのように利用するのかわか
らなかったり、毎日の暮らしに必要なお金の出し入
れが出来なかったり、大切な書類の保管場所を忘れ
てしまったりすることがあります。
　そうした人たちが、住み慣れた地域のなかで安心
して暮らせるよう、町社協がお手伝いをします。

利用できる人
　認知症高齢者や知的障がい、精神障がいなどで、
自分ひとりでは福祉サービスの利用契約等の判断
をすることが不安な方や、日常生活に必要なお金の
出し入れ・書類の管理をするのに不安のある方が利
用できます。

利用できるサービス内容
・福祉サービスの利用のお手伝い
・日常的なお金の出し入れのお手伝い
・日常生活に必要な事務手続きのお手伝い
・貸金庫で預金通帳等の大切な書類のお預かり

利用料金

日常生活自立支援事業
住み慣れた地域で安心して暮らすために

【問合せ】社会福祉協議会　☎058-240-2100

援助内容 利用料

福祉サービス利用援助
日常的金銭管理サービス

書類等預かりサービス 1ヶ月 500円

１時間あたり 1,000円
（※1時間を超えると15分ごとに250円加算）

＊契約までの相談等は無料です

自分でお金の管理が
出来なくなってしまった

どんな
福祉サービスが
使えるか
わからない
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じぶんの町を良くするしくみ

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

ありがとうございました

　令和元年度の赤い羽根共同募金運動では、皆さ
まからの心あたたまるご支援ご協力により、たくさ
んの善意の募金をいただきました。昨年10月から
12月までの運動期間中、地域のリーダー役である自
治会長をはじめ、地域の皆さま、法人、事業所、各種
団体の皆さまに心から感謝とお礼を申し上げます。
　皆さまからお寄せいただいた募金は、町社協が実
施する、地域で行われるサロンへの助成、福祉教育
事業、介護用品助成事業などの地域福祉に活用さ
せていただきます。 赤い羽根街頭募金（ぎなんフェスタ2019）

募金総額
3,620,565円

（令和元年12月27日現在）

赤い羽根募金箱設置協力施設 （順不同、敬称略）

岐南町役場   東町民センター  岐南さくら保育園
中央公民館   西町民センター  岐南さくら認定こども園 けやきの杜
ねぎっこ   南町民センター  岐南さくら南認定こども園
総合調理センター  北町民センター  岐南さくら北保育園
総合体育館   やすらぎ苑   うれしの認定こども園
くつろぎ苑   防災コミュニティセンター うれしの東保育園
ほほえみ会館   老人福祉センター

共同募金にご協力いただきました法人、事業所 （順不同、敬称略）

アカヲ美術印刷（株）  井村屋（株）岐阜工場   （一社）グッデイ
八百彦ガス（株）  篠田（株）    （福）さくらゆき
（福）豊誠会   （福）登豊会    （株）村瀬産業　　　　　　　
（有）フセヤ保険事務所 （株）油喜    （株）野々山商店 岐阜営業所 
（有）健康理化学センター （医）岐陽会サンライズクリニック （株）板橋組
（株）茶所鉄工所  ネッツトヨタ岐阜（株）   （株）黒田製作所　　　　　　
亀屋商事（株）   三起建設（有）    （有）赤塚製作所　　　　　　
日の出クレーン（株）  （株）加藤鉄工バーナー製作所 日英シャッター（株）
ローヤル製菓（株）  吉田食品工業（株）   岐南町老人クラブ連合会
（株）トラストコープ  （株）アン・フーズみつる園  （株）エスラインミノ
岐南ゴルフ（株）

❹



　次の方々よりご寄附をいただきました。皆さまか
らの善意のご寄附は、町内の地域福祉に活用させ
ていただきます。

寄附金

松原 節夫

(株)加藤鉄工バーナー製作所

若宮地自治会

板橋 あきゑ

岐南町民生委員児童委員協議会

宮田 順子

櫻井 登

匿名

三浦 康弘

木村 章子

20,000円

6,950円

5,000円

20,000円

50,000円

4,490円

10,000円

12,694円

車椅子　  1台

お手玉　　　　22個

お手玉の材料　23個

紙ふうせん　　  3個

（敬称略、順不同）

　町社協は、県内に拠点を置く生命保険会社20社
でつくる生命保険協会岐阜県協会(会長・一瀬隆仁
明治安田生命岐阜支社長)から、福祉巡回車とし
て、軽自動車１台の寄贈を受けました。
　車両は、地域を回るために必要不可欠です。現在
所有している車両の老朽化が進む中での寄贈は大
変ありがたく、さらなる地域福祉推進のために邁進
してまいります。

福祉巡回車寄贈

あたたかいお気持ちありがとうございます。

地域のニーズをすばやくキャッチ

　町社協は、10月20日(日)に開催された「ぎなん
フェスタ2019」会場において、岐阜東南ロータリー
クラブ協賛、岐阜県赤十字血液センター協力によ
り、街頭献血運動を実施しました。
　当日は、心地よい秋晴れのもと、70名の皆さまか
ら献血のご協力をいただきました。ありがとうござ
いました。

街頭献血運動
あなたのキモチで助かる命

松原 節夫 氏 (右)

岐南町民生委員児童委員協議会長  大竹 祥嗣 氏 (左)

街頭献血へのご協力ありがとうございました
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第27回 岐南町社会福祉大会
日　　時 　令和２年３月１日（日）
　　　　 　＜式　　典＞ 午後１時30分～
　　　　 　＜記念講演＞ 午後２時30分～

場　　所 　岐南町中央公民館 講堂
記念講演 　「虐待防止に向けて
　　　　　私たちにできること
　　　　　～虐待の淵を生き抜いて～」
講　　師 　島田 妙子 氏
～略歴～
　1972年神戸市北区生まれ。１男２女の母。4歳の頃、両親
の離婚で兄二人と児童養護施設に入所。7歳の時、父の再
婚で家庭に復帰したが継母と実父による壮絶な虐待が始ま
り、何度も命を落としかけた。2010年末、心の支えであった
次兄が白血病で他界。これを転機に兄の思いを引き継ぎ、
本当の意味での「児童虐待の予防」にむけての自叙伝を執
筆するとともに「大人の心を助ける」講演活動を積極的に
行っている。

令和元年度　ちょいボラ養成講座

岐阜県地域づくりシニアリーダー養成講座

地域活動はじめてみませんか？

輝く！シニア世代の地域づくり講座
バイオリン　
　　 ミニコンサート

『私のまちづくり講座』
カフェでゆったり

《バイオリニスト》　廉めぐみ氏
1997年アスペン音楽祭（アメリカ）に参加。
コロラド州立大学音楽科大学院入学。
エクストランドメモリアルコンクール第4位。
コロラド州主催の受賞記念リサイタル
2000年コンチェルトコンクール第1位。

2003年岐阜大学大学院工学研究科博士後期課程修
了、学位取得。日本学術振興会特別研究員を3年間努
めた後、2006年社会的合意形成を専門とするパブリッ
ク・ハーツ株式会社を設立。公共交通、道路・河川整
備、環境、防災・減災、エネルギー、障害者福祉、子育て
支援など多様な分野で合意形成のコンサルティング、
ファシリテーション、研修、
研究開発を行う。

《講師》㈱パブリック・ハーツ　
　　　　代表取締役　水谷香織氏

日時　令和２年3月12日（木）
　　　14：00～15：30
場所　なんカフェ
　　　    岐南町総合健康福祉センター
　　　    やすらぎ苑　
　　　    （岐南町野中8丁目75番地）

対　象　地域活動に興味がある方
参加費　無料（ドリンク付き）
先　着　30人
　　（お一人様・男性の参加も大歓迎）

【申し込み】
岐南町社会福祉協議会（担当：川出）

　　 058-240-2100
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この広報紙は、皆さまの会費により発行しています。
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