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▲ ボランティア受付場面

▶ ボランティアに活動の
　 説明をする場面

災害ボランティアセンター
立ち上げ訓練を実施しました！（関連ページ ４ページ）



社協会費のご協力 誠にありがとうございました

　住民の皆様をはじめ、法人・施設・団体・賛助会員の皆様にお願いしてま
いりました、令和３年度社協会費の募集状況を報告させていただきます。
　今年度も、新型コロナウイルス感染症の影響により財政状況も大変厳し
い中、ご協力いただいた皆様には心より感謝申し上げます。また、一般会
費においては、自治会長並びに各班長の皆様に会費のとりまとめにご尽力
いただき、誠にありがとうございました。お寄せいただきました会費は
「福祉でのまちづくり」の実現に向け、各種サービス・事業の実施、ボラ
ンティア活動の推進、福祉教育の充実等のために大切に活用させていただ
きます。今後も皆様の変わらぬご支援・ご協力をお願い申し上げます。

令和３年度 会費総額 3,212,700円（令和３年１１月３０日現在）
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自治会名 会   費 自治会名 会   費 自治会名 会   費
一般会費（敬称略・順不同） 合計 1,957,700 (単位；円)

団体会費（敬称略・順不同） 合計 70,000 (単位；円)

賛助会費（敬称略・順不同） 合計 (単位；円)1,135,000 

株式会社 小西砕石工業所 100,000 株式会社 栗山組 100,000
パジェロ製造 株式会社 30,000 株式会社 金武産業 30,000
石原・大島設計事務所 30,000 市原産業 株式会社 30,000
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坂祝町民生委員・児童委員協議会

身体障害者福祉協会 可茂支部坂祝分会

坂祝町シニアクラブ連合会

坂祝町シルバー人材センター

坂祝町商工会 坂祝経済クラブ

坂祝スポーツクラブ 2,000
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日本プレス工業 株式会社
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団体名 会   費 団体名 会   費

施設会費（敬称略・順不同） 合計 50,000 (単位；円)

社会福祉法人慈恵会 さわやかナーシングさかほぎ
坂祝保育園 遊々こども園

株式会社 楽・笑
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5,000株式会社 ヤマト
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5,000愛の家グループホーム坂祝
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山本機工 株式会社 有限会社 高田屋
有限会社 泉水道 株式会社 兼松製瓦工業
有限会社 亀山自動車 伊藤建設 株式会社

株式会社 岐東オフィス

トラスト・オート

株式会社 ウェルハート

株式会社 亀井製作所

株式会社 キャラマス

株式会社 オガワファブスペース

有限会社 北村電設

株式会社 三晃メディカル

鈴木法律事務所

堀野モータース 株式会社

臼田牧舎 株式会社

株式会社 テクノミスギ

木辺産業 有限会社

東濃アスコン 株式会社

SAGO-KAKO

シーシーアイ 株式会社

株式会社 リサイクル大輝

シーキューブ 株式会社

若林煎餅 株式会社

中日本自動車短期大学

株式会社 小西開発

関信用金庫 加茂野支店

ずっともーにんぐ

五十鈴東海㈱ 岐阜サービスセンター

まつだ整形外科

有限会社 岐東衛生社
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桐井産業 株式会社
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株式会社マルタカ石油 深田橋SS
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小森産業 株式会社

医療法人博雅会  小林クリニック

幸陽印刷 有限会社

有限会社 坂祝電気工事

株式会社 愛安住

ヤングビーナス薬品工業 株式会社

訪問看護ステーションすかい

株式会社 佐合木材
有限会社 ゴトウ新聞店
有限会社 岡田自動車
有限会社 日本ライン自動車学校
㈱オークワ スーパーセンターオークワ坂祝店

喫茶フレンズ

三真工業

有限会社 こじま アイコール

有限会社 イタクラ工芸

皆伸塾

共立メンテナンス 株式会社

かまどや 坂祝店

株式会社 日本パーツ製作所 坂祝工場

ラーメンたか

焼肉 一億

有限会社 三ツ丸食料品店

幸和住宅

株式会社 かねかん商事

美濃加茂ガス 株式会社

ジャスミン

Honda Cars 岐阜北 美濃太田店

葵工機 株式会社

環境サービス

サン・エムアール株式会社 坂祝工場

株式会社 兼松

有限会社 コジマ住建

株式会社 中濃互助センター
株式会社 竹中スポーツ

エディオン 坂祝店
めぐみの農業協同組合 坂祝支店
岐阜交通東部 株式会社
有限会社 山十メディカル

煮込みうどん たく

大平洋セメント㈱ 坂祝サービスステーション

正膳

ホテル チョコレ

野村モータース

株式会社 サンポリマー

スール

Ｒｕ－ｎｏ

株式会社 鵜飼

栄公不動産

社会保険労務士法人 THINK ACT 

ごとう歯科

藤井新聞販売所

有限会社 富貴園

松本接骨院

くるまのでんきや中濃電装

Lucky Leaf 坂祝事業所 

一麦社

いっしん

ブーブーキング

株式会社 カートップ

株式会社大日製薬岐阜工場

濃州関所茶屋

サンライフさかほぎ１階ロビーにて、施設・賛助
会員様のご紹介をさせていただいております。
お越しになられた際は、ぜひご覧ください。
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理事会、評議員会　開催状況 

町内福祉施設の作品等展示中

令和3年８月大雨浸水被害によるボランティア活動振り返り会

　１１月６日（土）に８月に災害ボランティア活動に参加
された、取組第1自治会員、民生委員、ボランティア総勢１１名
で振り返り会を行いました。
　この先も災害がいつ発災するかわからない状況であるた
め、活動の振り返りを行い、次の災害に備えるとともに、
地域での支え合い活動について参加者のみなさんと意見交
換を行いました。
　発災から被害状況の把握、活動までの経過を振り返りながら、避難所の設置について、内水
被害の軽減について、日頃の危機管理や地域での支え合い活動について、活発な意見交換を行
いました。

　新型コロナウイルス感染症対策により、ボランティアさん
や町民の方が施設内に立ち入れなかったり、福祉・健康
フェスティバルが２年連続中止になるなど、利用者さんの
様子や職員の皆さんのがんばりを知ってもらう機会が失わ
れています。
　そんな今だからこそ、利用者さんの姿や、職員の皆さん
の姿を知っていただく機会として作品や日頃の様子など
を、サンライフさかほぎ２階フロアーにて展示しています。

令和３年度
第２回定時理事会

10月29日（金）
サンライフにて

出　　席：理事１２名中１０名、監事２名中２名
議　　事：令和３年度坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算案
　　　　　令和３年度第１回臨時評議員会の開催
　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 全２議案すべて可決
報告事項：会長の業務執行報告について
　　　　　令和３年度事業の実施状況について

令和３年度
第１回臨時評議員会

11月12日（金）
サンライフにて

出　　席：評議員１７名中１６名、監事２名中２名

議　　事：令和３年度坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算案

　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 全１議案可決
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　坂祝町民ふれあいプールにおいて、災害ボランティアセンター立ち上げ訓練を行いました。坂祝町
社会福祉協議会職員を中心に、坂祝町役場職員や今年８月の大雨浸水被害時に活動してくださったボ
ランティアの方々、また、今回は可茂農林事務所の方にもご参加いただき、総勢 43 名で実施しました。
　昨年度に引き続き、感染症対策を重点におき、新たに整備されたボランティアの事前登録システム
を利用したボランティア受付や、昨年度の反省や課題を活かし、参加者がスタッフ・ボランティアそ
れぞれの役割を体験して取り組みました。
　いつ起こるかわからない災害に備え、今後も町や関係機関と平時からのつながりを大切にし、連携
を図りながら、迅速なセンター設置・運営ができるよう努めてまいります。

　町は大規模災害時、被災地を支援するために集まってくださる災害ボランティアと被災者ニーズの
マッチングを行い、支援活動を円滑に進めるための拠点として、センターの設置を社会福祉協議会に
指示します。
　社会福祉協議会は日頃から行政や地域の様々な機関・団体と連携・協働し、生活支援や住民のつな
がり作りやコミュニティの形成に携わっており、災害時に日頃の活動やつながりを活かして支援がで
きる強みがあることから運営を行うこととなっています。

災害ボランティアセンター
立ち上げ実施訓練を実施しました！ 

11/21
日

① 最初に災害ボランティアセンターについて説明 ② ボランティア受付場面

③ ボランティアに対して活動の説明をする場面 ④ 備品貸出の受付の場面

⑤ 活動報告を提出してもらう場面 ⑥ 最後に訓練を行っての振り返り

訓
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子

訓
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子
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子

訓
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　　災害ボランティアセンターとは…？

社協だより 138号138号 社協だより

社協からのお知らせ社協からのお知らせ
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理事会、評議員会　開催状況 

町内福祉施設の作品等展示中

令和3年８月大雨浸水被害によるボランティア活動振り返り会

　１１月６日（土）に８月に災害ボランティア活動に参加
された、取組第1自治会員、民生委員、ボランティア総勢１１名
で振り返り会を行いました。
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フェスティバルが２年連続中止になるなど、利用者さんの
様子や職員の皆さんのがんばりを知ってもらう機会が失わ
れています。
　そんな今だからこそ、利用者さんの姿や、職員の皆さん
の姿を知っていただく機会として作品や日頃の様子など
を、サンライフさかほぎ２階フロアーにて展示しています。

令和３年度
第２回定時理事会

10月29日（金）
サンライフにて

出　　席：理事１２名中１０名、監事２名中２名
議　　事：令和３年度坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算案
　　　　　令和３年度第１回臨時評議員会の開催
　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 全２議案すべて可決
報告事項：会長の業務執行報告について
　　　　　令和３年度事業の実施状況について

令和３年度
第１回臨時評議員会

11月12日（金）
サンライフにて

出　　席：評議員１７名中１６名、監事２名中２名

議　　事：令和３年度坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算案

　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 全１議案可決
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　坂祝町民ふれあいプールにおいて、災害ボランティアセンター立ち上げ訓練を行いました。坂祝町
社会福祉協議会職員を中心に、坂祝町役場職員や今年８月の大雨浸水被害時に活動してくださったボ
ランティアの方々、また、今回は可茂農林事務所の方にもご参加いただき、総勢 43 名で実施しました。
　昨年度に引き続き、感染症対策を重点におき、新たに整備されたボランティアの事前登録システム
を利用したボランティア受付や、昨年度の反省や課題を活かし、参加者がスタッフ・ボランティアそ
れぞれの役割を体験して取り組みました。
　いつ起こるかわからない災害に備え、今後も町や関係機関と平時からのつながりを大切にし、連携
を図りながら、迅速なセンター設置・運営ができるよう努めてまいります。

　町は大規模災害時、被災地を支援するために集まってくださる災害ボランティアと被災者ニーズの
マッチングを行い、支援活動を円滑に進めるための拠点として、センターの設置を社会福祉協議会に
指示します。
　社会福祉協議会は日頃から行政や地域の様々な機関・団体と連携・協働し、生活支援や住民のつな
がり作りやコミュニティの形成に携わっており、災害時に日頃の活動やつながりを活かして支援がで
きる強みがあることから運営を行うこととなっています。

災害ボランティアセンター
立ち上げ実施訓練を実施しました！ 

11/21
日

① 最初に災害ボランティアセンターについて説明 ② ボランティア受付場面

③ ボランティアに対して活動の説明をする場面 ④ 備品貸出の受付の場面

⑤ 活動報告を提出してもらう場面 ⑥ 最後に訓練を行っての振り返り
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坂祝中学校　伝統文化を学ぶ会

坂祝町デイサービスセンターより 坂祝町デイサービスセンターより 

　コロナ禍で外出や活動自粛が続く中、デイサービスセンターに通われている利用者様

は、自身の心身を健やかに保つために、意識して運動や活動に取り組まれていました。

そのひとつの記録・証として動画に残し、地域や社会、また利用者様のご家族様や遠方に

住まれているご家族様に発信したいと思いYouTube配信を決定させていただきました。

　シニアクラブでは、いきがい活動や健康づくり、仲間づくりを中心とした様々な活動を
行っています。シニアクラブに加入して、仲間と共に楽しい時間を過ごしましょう！

順不同・敬称略

あなたの「楽しみ」見つけてください

【問い合わせ先】坂祝町シニアクラブ連合会　TEL：２７－１２２２

令和３年度の会員数は２９３名！多くの仲間が参加しています！

友愛活動
地域でのボランティア活動

趣味サークル
レクリエーション

健康づくり
軽スポーツ

（グラウンドゴルフ等）

教養文化講座
研修・旅行

新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止していた、シニアクラブ内のサークル活動も順次再開しています！

※歌を楽しむ会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止中です。
※開催場所は、すべて総合福祉会館サンライフさかほぎです。

　坂祝中学校 1 年生を対象に開催された伝統文化を学ぶ会
にシニアクラブ会員も参加しました。茶道、将棋の各講座を
担当し生徒と伝統文化に触れる機会となりました。

10/6
水

シニア編み物クラブ

シニア健康麻雀クラブ

シニア仲良し将棋クラブ

シニア囲碁クラブ

毎週月曜日
毎週月曜日
毎週水曜日
毎週木曜日

10:00～12:00

13:30～15:30

サークル名 曜　日 時　間

シニアクラブ会員募集中！ 楽しい活動がい
っぱい！

※動画撮影時には、ご本人・ご家族様の同意のもと撮影させていただいています。

※左のQRコードをスマホで読み取ると、
　チャンネルのページにアクセスできます。

◀坂祝町デイサービスセンター☆
「コロナに負けない！～リハビリ体操の取り組み～」

坂祝町デイサービスセンター
配信決定！！

将 棋編み物 麻 雀 囲 碁

社協だより 138号138号 社協だより

シニアクラブからのお知らせ介護サービス課より
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坂祝中学校　伝統文化を学ぶ会

坂祝町デイサービスセンターより 坂祝町デイサービスセンターより 

　コロナ禍で外出や活動自粛が続く中、デイサービスセンターに通われている利用者様

は、自身の心身を健やかに保つために、意識して運動や活動に取り組まれていました。

そのひとつの記録・証として動画に残し、地域や社会、また利用者様のご家族様や遠方に

住まれているご家族様に発信したいと思いYouTube配信を決定させていただきました。

　シニアクラブでは、いきがい活動や健康づくり、仲間づくりを中心とした様々な活動を
行っています。シニアクラブに加入して、仲間と共に楽しい時間を過ごしましょう！

順不同・敬称略

あなたの「楽しみ」見つけてください

【問い合わせ先】坂祝町シニアクラブ連合会　TEL：２７－１２２２

令和３年度の会員数は２９３名！多くの仲間が参加しています！

友愛活動
地域でのボランティア活動

趣味サークル
レクリエーション

健康づくり
軽スポーツ

（グラウンドゴルフ等）

教養文化講座
研修・旅行

新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止していた、シニアクラブ内のサークル活動も順次再開しています！

※歌を楽しむ会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止中です。
※開催場所は、すべて総合福祉会館サンライフさかほぎです。

　坂祝中学校 1 年生を対象に開催された伝統文化を学ぶ会
にシニアクラブ会員も参加しました。茶道、将棋の各講座を
担当し生徒と伝統文化に触れる機会となりました。

10/6
水

シニア編み物クラブ

シニア健康麻雀クラブ

シニア仲良し将棋クラブ

シニア囲碁クラブ

毎週月曜日
毎週月曜日
毎週水曜日
毎週木曜日

10:00～12:00

13:30～15:30

サークル名 曜　日 時　間

シニアクラブ会員募集中！ 楽しい活動がい
っぱい！

※動画撮影時には、ご本人・ご家族様の同意のもと撮影させていただいています。

※左のQRコードをスマホで読み取ると、
　チャンネルのページにアクセスできます。

◀坂祝町デイサービスセンター☆
「コロナに負けない！～リハビリ体操の取り組み～」

坂祝町デイサービスセンター
配信決定！！

将 棋編み物 麻 雀 囲 碁

社協だより 138号138号 社協だより

シニアクラブからのお知らせ介護サービス課より
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　町内で活躍するボランティアさんへのインタビューコーナーです！
どうしてボランティアを始めたの？ボランティアって楽しいの？
活動 PR など…お話を伺いました♪　

　令和２年３月から、新型コロナウイルス感染拡大予防のため休止していたおもちゃ病院・おも

ちゃ図書館ですが、感染状況が落ち着いてきたため、１０月からおもちゃ病院『アンクルズ』、

１１月からおもちゃ図書館『はっぴー』が再開されました。感染対策に十分注意を払いなが

ら、ボランティアの方々のご協力のもと実施しています。ぜひご利用ください！

　おもちゃ病院とは…？
　買い換えれば新しいおもちゃで遊ぶこともできますが、一つのものを大切に長く使ってもらい
たいという思いや、遊びの場だけでなく、心の育成も大切だと考えています。目の前で直ってい
く感動と、物や人を大切に思う気持ちが芽生える場であることを願っています。

壊れてしまったおもちゃを“おもちゃドクター”に診て
もらうことができる病院です。

　おもちゃ図書館とは…？
　ゆっくり遊べる場、お子さん・お孫さんと遊べる場、障がいがあっても気兼ねなく集まり遊べ
る場、誰でも自由に遊べるところ…そんな場ができたらいいなという思いで作られました。
気に入ったおもちゃがあれば、お家でも遊べるように貸出も行っています。

※ボラ連＝坂祝町ボランティア団体連絡協議会

坂祝町社協
ボランティア

（令和3年11月30日現在）

●ボラ連　登録団体【28団体】････････････ 655名
　　　　　未登録団体【7団体】 ･･････････ 72名
●個人ボランティア登録者 ････････････････ 1名

延べ登録者  728名
登録状況

第12回は… です！市川 貞惠さんと小島 みつゑさん

どんな活動をしているの？

活動をしていて感じることは？

ボランティアを始めたきっかけは？

読んでいる皆さんに一言！

　一緒に活動してくださる方を募集しています。興味のある方はお気軽に連絡ください。

次回は 「石原 秀子 さん」 です！

▲活動時の様子
（ 写真左が小島さん、右が市川さん ）

教えて！ボランティアさん教えて！ボランティアさん教えて！ボランティアさん教えて！ボランティアさん

　最初は、五感推進の講習会を受けた後に『五感推進会』を作って活動し始めたのがきっか
けで、それから配食サービスやふれあいサロン、いろんな団体に入って活動しています。
（市川さん）
　各地区にふれあいサロンが立ち上がる前から地域でサロンをやっていて、その流れでボ
ランティアとして活動するようになりました。（小島さん）

　私たちが一緒にやっているのは『配食ボランティア』で、食事サービスの時、調理ボラン
ティアの方たちが作ったお弁当を車（自家用車使用）で利用者のお宅へ届けています。車の
燃料代は年間でまとめて社協の方から出してもらっています。
　配食前には、お弁当に添えるおたよりを作っていて、季節に合わせてコメントを書いて絵
を加え、折り紙を折って貼ったり、絵に色を付けて飾りつけをして、楽しんでもらえるよう
にしています。孫や近所の方などにも手伝ってもらい、それがコミュニケーションにもなっ
ています。　　

　利用者の方が待っていてくださる喜びがとっても嬉しいです。また、利用者の方と顔なじ
みになり、長い付き合いになる方がだんだん衰えてくると、仕方のないことですが寂しさを
感じます。
　ほかには、ふれあいサロンとはまた違って、自分の住んでいる自治会の方だけでなく、他
の自治会の方と交流できるのも楽しく感じます。

おもちゃ病院：アンクルズ

おもちゃ病院・図書館 再開しました♪

日　時 毎月第２土曜　10:00 ～11: 30

場　所 サンライフさかほぎ １階ホール

『アンクルズ』『アンクルズ』おもちゃ病院

治療費 原則無料
（ 部品代として代金をいただくことがあります ）

いろいろなおもちゃでお子さん・お孫さんと一緒に遊ぶ
ことができます。出入り自由なので、気軽に遊びに来て
ください♪

日　時 毎月第２土曜・第４木曜　10:00 ～11: 30
場　所 サンライフさかほぎ ２階ふれあいホール

『はっぴー』『はっぴー』おもちゃ図書館

おもちゃ図書館：はっぴー 対　象 就園前のお子さんとそのご家族

社協だより138号138号 社協だより ８　９

ボランティアだよりボランティアだより
第87号なんてん（坂祝町ボランティアの実）



　町内で活躍するボランティアさんへのインタビューコーナーです！
どうしてボランティアを始めたの？ボランティアって楽しいの？
活動 PR など…お話を伺いました♪　

　令和２年３月から、新型コロナウイルス感染拡大予防のため休止していたおもちゃ病院・おも

ちゃ図書館ですが、感染状況が落ち着いてきたため、１０月からおもちゃ病院『アンクルズ』、

１１月からおもちゃ図書館『はっぴー』が再開されました。感染対策に十分注意を払いなが

ら、ボランティアの方々のご協力のもと実施しています。ぜひご利用ください！

　おもちゃ病院とは…？
　買い換えれば新しいおもちゃで遊ぶこともできますが、一つのものを大切に長く使ってもらい
たいという思いや、遊びの場だけでなく、心の育成も大切だと考えています。目の前で直ってい
く感動と、物や人を大切に思う気持ちが芽生える場であることを願っています。

壊れてしまったおもちゃを“おもちゃドクター”に診て
もらうことができる病院です。

　おもちゃ図書館とは…？
　ゆっくり遊べる場、お子さん・お孫さんと遊べる場、障がいがあっても気兼ねなく集まり遊べ
る場、誰でも自由に遊べるところ…そんな場ができたらいいなという思いで作られました。
気に入ったおもちゃがあれば、お家でも遊べるように貸出も行っています。

※ボラ連＝坂祝町ボランティア団体連絡協議会

坂祝町社協
ボランティア

（令和3年11月30日現在）

●ボラ連　登録団体【28団体】････････････ 655名
　　　　　未登録団体【7団体】 ･･････････ 72名
●個人ボランティア登録者 ････････････････ 1名

延べ登録者  728名
登録状況

第12回は… です！市川 貞惠さんと小島 みつゑさん

どんな活動をしているの？

活動をしていて感じることは？

ボランティアを始めたきっかけは？

読んでいる皆さんに一言！

　一緒に活動してくださる方を募集しています。興味のある方はお気軽に連絡ください。

次回は 「石原 秀子 さん」 です！

▲活動時の様子
（ 写真左が小島さん、右が市川さん ）

教えて！ボランティアさん教えて！ボランティアさん教えて！ボランティアさん教えて！ボランティアさん

　最初は、五感推進の講習会を受けた後に『五感推進会』を作って活動し始めたのがきっか
けで、それから配食サービスやふれあいサロン、いろんな団体に入って活動しています。
（市川さん）
　各地区にふれあいサロンが立ち上がる前から地域でサロンをやっていて、その流れでボ
ランティアとして活動するようになりました。（小島さん）

　私たちが一緒にやっているのは『配食ボランティア』で、食事サービスの時、調理ボラン
ティアの方たちが作ったお弁当を車（自家用車使用）で利用者のお宅へ届けています。車の
燃料代は年間でまとめて社協の方から出してもらっています。
　配食前には、お弁当に添えるおたよりを作っていて、季節に合わせてコメントを書いて絵
を加え、折り紙を折って貼ったり、絵に色を付けて飾りつけをして、楽しんでもらえるよう
にしています。孫や近所の方などにも手伝ってもらい、それがコミュニケーションにもなっ
ています。　　

　利用者の方が待っていてくださる喜びがとっても嬉しいです。また、利用者の方と顔なじ
みになり、長い付き合いになる方がだんだん衰えてくると、仕方のないことですが寂しさを
感じます。
　ほかには、ふれあいサロンとはまた違って、自分の住んでいる自治会の方だけでなく、他
の自治会の方と交流できるのも楽しく感じます。

おもちゃ病院：アンクルズ

おもちゃ病院・図書館 再開しました♪

日　時 毎月第２土曜　10:00 ～11: 30

場　所 サンライフさかほぎ １階ホール

『アンクルズ』『アンクルズ』おもちゃ病院

治療費 原則無料
（ 部品代として代金をいただくことがあります ）

いろいろなおもちゃでお子さん・お孫さんと一緒に遊ぶ
ことができます。出入り自由なので、気軽に遊びに来て
ください♪

日　時 毎月第２土曜・第４木曜　10:00 ～11: 30
場　所 サンライフさかほぎ ２階ふれあいホール

『はっぴー』『はっぴー』おもちゃ図書館

おもちゃ図書館：はっぴー 対　象 就園前のお子さんとそのご家族

社協だより138号138号 社協だより ８　９

ボランティアだよりボランティアだより
第87号なんてん（坂祝町ボランティアの実）



ご寄付
ありがとう
ございました

令和３年９月１日から令和３年１１月３０日までの間に、次の方々から寄付をいただきました。

ご希望の方は、
下記までお電話、
もしくは直接窓口
にてお申し込み
ください。

身体障がい者
相　　　　談

身体に障がいのある方の
様々な相談に応じます。

法律相談 法律に関わる様々な相談
に応じます。

年金相談
年金に関わる様々な相談
に応じます。

令和４年１月２０日（木）13:30～15:00
令和４年３月１７日（木）13:30～15:00
身体障がい者相談員

日　時

相談員

令和４年２月２２日（火）11:00～12:00
社会保険労務士

日　時
相談員

一般相談
日常生活での悩みごと・心配
ごとなどの相談に応じます。

無料相談所
サンライフ
さかほぎ（ （

《申し込み・問い合わせ先》 坂祝町社会福祉協議会 TEL：27-1222

各種相談は
すべて事前予約制
とさせていただき
ます。

寄付金

●匿名 様　…………１00,000円　　　  ●匿名 様　…………１00,000円

寄付物品

●池端自治会 様　……… もち米 120kg  ●匿名 様　………… 紙パンツ １袋
●匿名 様　………… 切手(未使用・使用済)  ●匿名 様　………… テーブルセンター

ご寄付
ありがとう
ございました

もち米を寄付していただきました。

ボランティアを募集していますボランティアを募集しています

　坂祝町では、様々なボランティアの方々が活動をしてくださっており、ボラン

ティアの皆さんの活動により、地域が支えられています。

　「何か地域のためにできることはないかな？」とお考えの方や「ボランティ

アってどんな活動があるんだろう？」とボランティアに関心のある方、活動を

行ってみませんか？

　「私は何にも取り柄が無いから…」という方で

も、ボランティア活動できっと何かに役立ち、地域

を支える力になれることがあると思います。

　ご興味のある方は、お気軽に坂祝町ボランティア

センターへご連絡ください。

　ボランティアコーディネーターが活動の紹介をさ

せていただきます！

　毎年秋に岐阜県社会福祉大会が開催され、長年にわたり社会福祉に貢献する活動をされた方や、
他の模範となる行いをされた方々や団体に対して表彰状及び感謝状の授与式が行われています。
　昨年度に引き続き、本年度も新型コロナウイルス感染症の影響により、岐阜県社会福祉大会が中
止となったため、被表彰者の方々に表彰状をお届けさせていただきました。坂祝町からは、次の３
名の方々が民生委員児童委員、社会福祉協議会役員として「岐阜県社会福祉協議会会長表彰」を受
賞されました。また、坂祝町共同募金委員会には感謝状が授与されました。
　日頃の活動に感謝するとともに、益々のご活躍を期待しております。

他にもいろいろな活動があります！

●各地区でのふれあいサロンを実施するボランティア
●食事サービスのお弁当を作る調理ボランティアやお弁当を配る配食
　ボランティア

●おもちゃ図書館の運営ボランティア
●災害時に活動してくださるボランティア　　　　　　　　　　など

　『岐阜県社会福祉協議会会長表彰』を受賞されました！　『岐阜県社会福祉協議会会長表彰』を受賞されました！

令和４年１月１１日（火）13:30～15:00
令和４年３月　８日（火）13:30～15:00
坂祝町民生委員児童委員

日　時

相談員

令和４年２月１７日（木）13:00～16:00
岐阜県弁護士会所属の弁護士

日　時
相談員

島谷　満 氏 梅田　千枝子 氏 坂祝町共同募金委員会

【 民生委員児童委員 】 【 優良支会・分会 】【 社会福祉協議会役員 (社会福祉法人 坂祝町社会福祉協議会) 】

岐阜県社会福祉協議会会長表彰（順不同） 岐阜県共同募金会会長感謝

林　誠二 氏

池端自治会より、もち米１２０㎏を寄付していただきました。
　これは、坂祝神社のお祭りが、コロナの影響によりもち投げを中止された
ことにより行き場所がなくなったものとの事で、自治会長より有効利用でき
ないか相談されました。
　社協ではコロナの影響などにより困窮されている方々への食糧支援事業を行っております。
ご寄付いただいたもち米も、食料に困ってみえる方のために使わせていただきます。

10P下部参照

《申し込み・問い合わせ先》 坂祝町ボランティアセンター TEL：27-1222

例えば…

社協だより 138号138号 社協だより 1011

ボランティアセンターからのお知らせ社協からのお知らせ

総合福祉会館からのお知らせ

総合福祉会館からのお知らせ
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総合福祉会館からのお知らせ
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January

February

March

坂祝町
社会福祉協議会

坂祝町社会福祉協議会はTwitterと
Facebookの公式アカウントより、
最新の情報を発信しています。

ぜひご覧ください。

公式アカウントのお知らせ

開放時間 8：30～17：15

8：30～17：30

休館日 毎週日曜日
年末年始休館 令和3年12月29日(水)～令和4年1月3日(月)

SNS

Twitter

Facebook

※筋トレ機器一般開放時間　9時から15時
※スカイウェル・健康器具、キッズランド　9時から16時
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、一般浴、カラオケ、和室のご利用は
現在も休止しております。
※今後の感染状況により、臨時休館となる場合があります。その際は、坂祝町かわら版
メール、坂祝町社会福祉協議会のホームページ・Facebook等でお知らせをさせていた
だきます。
　一日も早く収束することを職員一同、心より願っております。皆様もくれぐれもお体に
気を付けてお過ごしください。

※新型コロナウイルス感染症の影響
により、行事が中止となる場合が
あります。

8日(土)

10日(月)

11日(火)

12日(水)

14日(金)

10:00～11:30

10:00～11:30

13:30～15:00

11:30～12:30

11:30～14:00

おもちゃ図書館・おもちゃ病院

加茂山ふれあいサロン

深萱ふれあいサロン

食事サービス

茶屋ふれあいサロン

サンライフ

加茂山第２集会所

深萱公民館

利用者宅へ

茶屋公民館

19日(水)

20日(木)

27日(木)

28日(金)

13:30～15:00

11:30～14:00

10:00～11:30

11:30～12:30

雲埋ふれあいサロン

勝山ふれあいサロン

おもちゃ図書館

食事サービス

雲埋公民館

勝山公民館

サンライフ

利用者宅へ

8日(火)

9日(水)

11日(金)

12日(土)

14日(月)

13:30～15:00

11:30～12:30

13:30～15:00

10:00～11:30

10:00～11:30

深萱ふれあいサロン

食事サービス

茶屋ふれあいサロン

おもちゃ図書館・おもちゃ病院

加茂山ふれあいサロン

深萱公民館

利用者宅へ

茶屋公民館

サンライフ

加茂山第２集会所

16日(水)

17日(木)

24日(木)

25日(金)

13:30～15:00

13:30～15:00

10:00～11:30

11:30～12:30

雲埋ふれあいサロン

勝山ふれあいサロン

おもちゃ図書館

食事サービス

雲埋公民館

勝山公民館

サンライフ

利用者宅へ

8日(火)

9日(水)

11日(金)

12日(土)

14日(月)

13:30～15:00

11:30～12:30

11:30～14:00

10:00～11:30

10:00～11:30

深萱ふれあいサロン

食事サービス

茶屋ふれあいサロン

おもちゃ図書館・おもちゃ病院

加茂山ふれあいサロン

深萱公民館

利用者宅へ

茶屋公民館

サンライフ

加茂山第２集会所

16日(水)

17日(木)

21日(月)

24日(木)

25日(金)

13:30～15:00

13:30～15:00

11:30～14:00

10:00～11:30

11:30～12:30

雲埋ふれあいサロン

勝山ふれあいサロン

取組ふれあいサロン

おもちゃ図書館

食事サービス

雲埋公民館

勝山公民館

取組西公民館

サンライフ

利用者宅へ

1月

１・２・３月

２月

３月

行 事 予 定行 事 予 定

相談等受付窓口 ご相談でご来館の際は、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
〈問い合わせ先〉坂祝町社会福祉協議会　☎２７-１２２２


