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　令和４年１０月３１日（日）、サン

ライフさかほぎにて第１４回坂祝町社

会福祉大会を開催しました。今回は、

「地域共生」をテーマに掲げ、約８０

名の皆様にご参加いただき、盛大に

開催することができました。

　式典では社会福祉の推進に貢献の

あった方々に対し、表彰状及び感謝

状の贈呈が行われ、活動発表では、

当社協で取り組んでいる「くらし安

心相談室サンライフ」「チャレンジ

就労体験事業」から見えてきた坂祝町の支援体制について、職員が発表を行いました。

　記念講演では、mottoひょうご事務局長である栗木剛氏を

お迎えし、「地域共生社会の実現に向けて～支え・支えら

れる関係の循環～」と題し、普段の何気ない地域との関わ

りの重要性などをご自身の経験談を交えながらご講演をい

ただきました。難しいテーマを地域住民の方々にわかりや

すく身近に感じられる内容で、笑いもあり、和やかな雰囲

気であっという間の時間でした。参加者からは、「ちょっ

とした声かけが地域を支えるきっかけになると気づいた」

「最近は近所との関係も薄くなりがちだが、気にかけてい

きたい」「今回聞いたお話を周りの人にも伝えていきたい

と思った」等の声が寄せられました。

　今後も住民の皆様と一緒に“安心して暮らせる福祉での地域づくり”活動を展開すべく、

職員一同まごころをもって努力してまいります。

第１４回 坂祝町社会福祉大会開催!! 

講師：栗木剛氏

表彰状授与

記念講演 活動発表

感 謝 状

被表彰者ご芳名

表　　彰

昔話を伝える会　　勝栄会　　一色やろまい会　　深萱がやがや会

中組ふれあい絆会　黒岩きずな会　取組喜楽輝楽会　池端わの会

かもやま咲宝友隊　　くもめ㐂楽里会　　大針アシスト会

【団体名】

長 尾　和 子　　　仲 田　美 晴　　　森　喜三子

森 岡　いづみ　　 兼 松　鈴 枝　　　小 島　好 子

【個人名】

◎ 本会役員 (1 名 )

多年にわたり本会役員として社会福祉の推進にご尽力

いただきました

森　良 三

◎ 民生委員児童委員（６名）

多年にわたり民生委員児童委員として社会福祉の推進に

ご尽力いただきました

小 栗　昭 憲　　　浦 田　伸 司　　　兼 松　とも子

兼 松　ふさ子       文 室　文 代　　　古 田　學

◎ 活動優秀者・団体（６名・１１団体）

( 順不同・敬称略 )

◎ 寄付者・団体（８名 ）

地域福祉の推進にと、ご寄付をいただきました

◎ 介護者（１５名）

ご家族を献身的に介護されています

近 藤　雅 子　　西 尾　健 一　　福 田　恭 行　　落 合　静 香

三 輪　優美子　 則 武　葉 子　　中 馬　健 志　　野 村　重 雄

坂 井　絹 子　　中 山　修　　　 山 本　節 子　　礒 谷　好 美

北 原　恵 子　　長谷川　ますみ　　薮 下　くに子

◎ 職員（５名）

多年にわたり、福祉施設にて勤務され、地域福祉に貢献されています

岡 崎　祐佳里

【 社会福祉法人浄光会遊々こども園所属 】

栗 山　貴 子　　西 田　ひとみ　　山 口　和 枝　　髙 井　豊 子

【 社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会所属 】

小 西　一 代　　薮 下　馨　　堀 川　将 宏　　梅 田　正 文

伊 藤　清 子　　原　喜 代　　小 島　正 行　　渡 邉　芳 江

社協より

社協だより 142号142号 社協だより 23

社協より



　令和４年１０月３１日（日）、サン

ライフさかほぎにて第１４回坂祝町社

会福祉大会を開催しました。今回は、

「地域共生」をテーマに掲げ、約８０

名の皆様にご参加いただき、盛大に

開催することができました。

　式典では社会福祉の推進に貢献の

あった方々に対し、表彰状及び感謝

状の贈呈が行われ、活動発表では、

当社協で取り組んでいる「くらし安

心相談室サンライフ」「チャレンジ

就労体験事業」から見えてきた坂祝町の支援体制について、職員が発表を行いました。

　記念講演では、mottoひょうご事務局長である栗木剛氏を

お迎えし、「地域共生社会の実現に向けて～支え・支えら

れる関係の循環～」と題し、普段の何気ない地域との関わ

りの重要性などをご自身の経験談を交えながらご講演をい

ただきました。難しいテーマを地域住民の方々にわかりや

すく身近に感じられる内容で、笑いもあり、和やかな雰囲

気であっという間の時間でした。参加者からは、「ちょっ

とした声かけが地域を支えるきっかけになると気づいた」

「最近は近所との関係も薄くなりがちだが、気にかけてい

きたい」「今回聞いたお話を周りの人にも伝えていきたい

と思った」等の声が寄せられました。

　今後も住民の皆様と一緒に“安心して暮らせる福祉での地域づくり”活動を展開すべく、

職員一同まごころをもって努力してまいります。

第１４回 坂祝町社会福祉大会開催!! 

講師：栗木剛氏

表彰状授与

記念講演 活動発表

感 謝 状

被表彰者ご芳名

表　　彰

昔話を伝える会　　勝栄会　　一色やろまい会　　深萱がやがや会

中組ふれあい絆会　黒岩きずな会　取組喜楽輝楽会　池端わの会

かもやま咲宝友隊　　くもめ㐂楽里会　　大針アシスト会

【団体名】

長 尾　和 子　　　仲 田　美 晴　　　森　喜三子

森 岡　いづみ　　 兼 松　鈴 枝　　　小 島　好 子

【個人名】

◎ 本会役員 (1 名 )

多年にわたり本会役員として社会福祉の推進にご尽力

いただきました

森　良 三

◎ 民生委員児童委員（６名）

多年にわたり民生委員児童委員として社会福祉の推進に

ご尽力いただきました

小 栗　昭 憲　　　浦 田　伸 司　　　兼 松　とも子

兼 松　ふさ子       文 室　文 代　　　古 田　學

◎ 活動優秀者・団体（６名・１１団体）

( 順不同・敬称略 )

◎ 寄付者・団体（８名 ）

地域福祉の推進にと、ご寄付をいただきました

◎ 介護者（１５名）

ご家族を献身的に介護されています

近 藤　雅 子　　西 尾　健 一　　福 田　恭 行　　落 合　静 香

三 輪　優美子　 則 武　葉 子　　中 馬　健 志　　野 村　重 雄

坂 井　絹 子　　中 山　修　　　 山 本　節 子　　礒 谷　好 美

北 原　恵 子　　長谷川　ますみ　　薮 下　くに子

◎ 職員（５名）

多年にわたり、福祉施設にて勤務され、地域福祉に貢献されています

岡 崎　祐佳里

【 社会福祉法人浄光会遊々こども園所属 】

栗 山　貴 子　　西 田　ひとみ　　山 口　和 枝　　髙 井　豊 子

【 社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会所属 】

小 西　一 代　　薮 下　馨　　堀 川　将 宏　　梅 田　正 文

伊 藤　清 子　　原　喜 代　　小 島　正 行　　渡 邉　芳 江

社協より

社協だより 142号142号 社協だより 23

社協より



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４年度社協会費の募集状況を報告させて
いただきます。現在、一般会費・施設会費・団体・賛助会費におい
て、３，０２１，０００円のご協力をいただいております。
　今年度につきましても、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、一般会費については、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。
　今後も皆さんの変わらぬご支援・ご協力をお願い申し上げます。

令和４年度 会費総額 3,021,000円（令和４年１１月３０日現在）

一　色

黒岩北

雲埋北

勝山北

大　針

取組２

34,000

112,000

132,000

113,000

130,000

43,000
5,000

池　端

黒岩南

雲埋南

勝山南

加茂山１

取組３

101,000

205,000

120,000

38,000

125,000

101,000

中　組

深　萱

茶　屋

取組１

加茂山２

取組４
その他（自治会未加入世帯）

113,000

134,000

82,000

103,000

183,000

58,000

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 1,932,000 (単位：円)

団体会費（敬称略・順不同）合計 64,000 (単位：円)

賛助会費（敬称略・順不同） 合計 (単位：円)970,000 

株式会社 小西砕石工業所 100,000 株式会社 栗山組 100,000
30,000株式会社 金武産業 30,000

柴田自動車 株式会社
石原・大島設計事務所

30,000 市原産業 株式会社 30,000
20,000 20,000
10,000
10,000

10,000
10,000

20,000 10,000
10,000 10,000
4,000 4,000
4,000 2,000

身体障害者福祉協会 加茂支部坂祝分会坂祝町赤十字奉仕団

坂祝町民生委員児童委員協議会

坂祝町シルバー人材センター

坂祝町シニアクラブ連合会

坂祝スポーツクラブ

坂祝町商工会 坂祝経済クラブ

株式会社 テクノ・ライン 株式会社 善都

団体名 会   費 団体名 会   費

施設会費（敬称略・順不同）合計 55,000 (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 10,000
10,000

5,000坂祝生楽館
5,000株式会社 ヤマト

10,000
10,000

5,000愛の家グループホームさかほぎ

団体名 会   費 団体名 会   費

企業名 会   費 企業名 会   費

10,000 
10,000
10,000 
10,000 
10,000 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

10,000 
10,000 10,000 
10,000 10,000 
10,000 10,000 
10,000 10,000 

5,000 5,000 
5,000 5,000 
5,000 5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 5,000 
5,000 5,000 
5,000 5,000 
5,000 5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 

5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 5,000 
5,000 5,000 
5,000 5,000 

5,000 
5,000 

5,000 
5,000 

企 業 名 会   費 企 業 名 会   費

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。

日本プレス 工業株式会社 株式会社 佐合木材
山本機工 株式会社 有限会社 高田屋

伊藤建設 株式会社
株式会社 リサイクル大輝
五十鈴東海株式会社 岐阜サービスセンター
加茂鋼材 株式会社
ヤングビーナス薬品工業 株式会社

堀野モータース 株式会社
SAGO-KAKO
小森産業 株式会社
株式会社 愛安住
株式会社 岐東オフィス
有限会社 北村電設
中日本自動車短期大学
有限会社 岐東衛生社

株式会社 オガワファブスペース

株式会社 マルタカ石油 深田橋 SS

エディオン 坂祝店 有限会社 ゴトウ新聞店
有限会社 森商事 めぐみの農業協同組合 坂祝支店
有限会社 岡田自動車 岐阜交通東部 株式会社
医療法人博雅会 小林クリニック 
有限会社 日本ライン自動車学校 株式会社 亀井製作所
有限会社 山十メディカル
株式会社 鵜飼
ごとう歯科
鈴木法律事務所
シーシーアイ 株式会社

若林煎餅 株式会社

株式会社 カートップ
有限会社こじま アイコール
皆伸塾
かまどや 坂祝店
栄公不動産
藤井新聞販売所
有限会社 コジマ住建
三真工業
共立メンテナンス 株式会社
焼肉 一億
株式会社 かねかん商事
Lucky Leaf 坂祝事業所 
濃州関所茶屋

株式会社 ｵｰｸﾜ ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰｵｰｸﾜ坂祝店
まつだ整形外科
美濃加茂ガス 株式会社
一麦社
株式会社 兼松
喫茶フレンズ
正膳
野村モータース
ラーメンたか
幸和住宅
ジャスミン
株式会社 大日製薬岐阜工場

株式会社 日本パーツ製作所 坂祝工場
大平洋セメント株式会社 坂祝サービスステーション

社会保険労務士法人 THINK ACT
Honda Cars岐阜北 美濃太田店
株式会社 中濃互助センター
株式会社 竹中スポーツ
煮込みうどん  たく
環境サービス

税理士法人 ZERO
有限会社 富貴園

株式会社 兼松製瓦工業
東濃アスコン 株式会社
株式会社 小西開発
桐井産業 株式会社
有限会社 坂祝電気工事

株式会社 テクノミスギ
関信用金庫 加茂野支店
幸陽印刷 有限会社
訪問看護ステーション すかい
株式会社 ウェルハート
木辺産業 有限会社
ずっともーにんぐ

トラスト・オート

株式会社 田口組

株式会社 三晃メディカル

有限会社 泉水道 有限会社 亀山自動車
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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。
　今後も皆さんの変わらぬご支援・ご協力をお願い申し上げます。

令和４年度 会費総額 3,021,000円（令和４年１１月３０日現在）
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112,000
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43,000
5,000

池　端

黒岩南

雲埋南

勝山南

加茂山１

取組３

101,000

205,000

120,000

38,000

125,000

101,000

中　組

深　萱

茶　屋

取組１

加茂山２

取組４
その他（自治会未加入世帯）

113,000

134,000

82,000

103,000

183,000

58,000

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 1,932,000 (単位：円)

団体会費（敬称略・順不同）合計 64,000 (単位：円)

賛助会費（敬称略・順不同） 合計 (単位：円)970,000 

株式会社 小西砕石工業所 100,000 株式会社 栗山組 100,000
30,000株式会社 金武産業 30,000

柴田自動車 株式会社
石原・大島設計事務所

30,000 市原産業 株式会社 30,000
20,000 20,000
10,000
10,000

10,000
10,000

20,000 10,000
10,000 10,000
4,000 4,000
4,000 2,000

身体障害者福祉協会 加茂支部坂祝分会坂祝町赤十字奉仕団

坂祝町民生委員児童委員協議会

坂祝町シルバー人材センター

坂祝町シニアクラブ連合会

坂祝スポーツクラブ

坂祝町商工会 坂祝経済クラブ

株式会社 テクノ・ライン 株式会社 善都

団体名 会   費 団体名 会   費

施設会費（敬称略・順不同）合計 55,000 (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 10,000
10,000

5,000坂祝生楽館
5,000株式会社 ヤマト

10,000
10,000

5,000愛の家グループホームさかほぎ

団体名 会   費 団体名 会   費

企業名 会   費 企業名 会   費

10,000 
10,000
10,000 
10,000 
10,000 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

10,000 
10,000 10,000 
10,000 10,000 
10,000 10,000 
10,000 10,000 

5,000 5,000 
5,000 5,000 
5,000 5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 5,000 
5,000 5,000 
5,000 5,000 
5,000 5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 

5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 5,000 
5,000 5,000 
5,000 5,000 

5,000 
5,000 

5,000 
5,000 

企 業 名 会   費 企 業 名 会   費

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。

日本プレス 工業株式会社 株式会社 佐合木材
山本機工 株式会社 有限会社 高田屋

伊藤建設 株式会社
株式会社 リサイクル大輝
五十鈴東海株式会社 岐阜サービスセンター
加茂鋼材 株式会社
ヤングビーナス薬品工業 株式会社

堀野モータース 株式会社
SAGO-KAKO
小森産業 株式会社
株式会社 愛安住
株式会社 岐東オフィス
有限会社 北村電設
中日本自動車短期大学
有限会社 岐東衛生社

株式会社 オガワファブスペース

株式会社 マルタカ石油 深田橋 SS

エディオン 坂祝店 有限会社 ゴトウ新聞店
有限会社 森商事 めぐみの農業協同組合 坂祝支店
有限会社 岡田自動車 岐阜交通東部 株式会社
医療法人博雅会 小林クリニック 
有限会社 日本ライン自動車学校 株式会社 亀井製作所
有限会社 山十メディカル
株式会社 鵜飼
ごとう歯科
鈴木法律事務所
シーシーアイ 株式会社

若林煎餅 株式会社

株式会社 カートップ
有限会社こじま アイコール
皆伸塾
かまどや 坂祝店
栄公不動産
藤井新聞販売所
有限会社 コジマ住建
三真工業
共立メンテナンス 株式会社
焼肉 一億
株式会社 かねかん商事
Lucky Leaf 坂祝事業所 
濃州関所茶屋

株式会社 ｵｰｸﾜ ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰｵｰｸﾜ坂祝店
まつだ整形外科
美濃加茂ガス 株式会社
一麦社
株式会社 兼松
喫茶フレンズ
正膳
野村モータース
ラーメンたか
幸和住宅
ジャスミン
株式会社 大日製薬岐阜工場

株式会社 日本パーツ製作所 坂祝工場
大平洋セメント株式会社 坂祝サービスステーション

社会保険労務士法人 THINK ACT
Honda Cars岐阜北 美濃太田店
株式会社 中濃互助センター
株式会社 竹中スポーツ
煮込みうどん  たく
環境サービス

税理士法人 ZERO
有限会社 富貴園

株式会社 兼松製瓦工業
東濃アスコン 株式会社
株式会社 小西開発
桐井産業 株式会社
有限会社 坂祝電気工事

株式会社 テクノミスギ
関信用金庫 加茂野支店
幸陽印刷 有限会社
訪問看護ステーション すかい
株式会社 ウェルハート
木辺産業 有限会社
ずっともーにんぐ

トラスト・オート

株式会社 田口組

株式会社 三晃メディカル

有限会社 泉水道 有限会社 亀山自動車

4社協だより 142号142号 社協だより5



理事会　開催状況 

町内福祉施設の作品展示開催！
　新型コロナウィルス感染症対策により、ボランティアや地域の方が
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廃止にな
るなど、利用者の方々や職員の皆さんの様子を知っていただく機会が
減っています。
　そこで、利用者の方々の姿や、福祉施設で働く職員の姿を地域の皆
さんに発信していただく機会として、１０月末からサンライフさかほ
ぎ２階ロビーにて、町内の福祉施設の利用者の方々が作られた作品展
示を実施しています。利用者と職員の方々が力を合わせて作られた素
敵な作品がたくさん展示されています。１２月２８日まで開催してお
りますので、ぜひお越しください。

令和４年度  第３回定時理事会 10月31日（月） サンライフさかほぎにて

出　　席：理事１２名中１０名、監事２名中２名
議　　事：坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算（案）について
　　　　　坂祝町社会福祉協議会育児・介護休業規程の一部改正について
　　　　　坂祝町社会福祉協議会非常勤職員給与規程の一部改正について
　　　　　令和４年度第１回臨時評議員会の決議の省略について
　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 全４議案すべて可決
報告事項：会長及び常務理事の業務執行状況の報告について
　　　　　令和４年度事業の実施状況について

理 事 会

　１１月２７日（日）、サンライフさかほぎにおいて、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、坂祝町役場職員やボランティアの方々にご参加いただき、
総勢３５名で実施しました。
　感染症対策を考慮しながら、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。

　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に設置される拠点です。
　社会福祉協議会が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

11/27
日

① 訓練概要説明 ② ボランティア受付

③ ボランティアへの活動説明 ④ 備品貸出

⑤ 活動報告提出 ⑥ 振り返り

訓
練
の
様
子

訓
練
の
様
子

訓
練
の
様
子

訓
練
の
様
子

　　災害ボランティアセンターとは？

職員募集のお知らせ
　小さな町だからこそ、温かくきめ細かな支援に取り組めます。
職員の働きやすさと働きがいに重点を置き、福利厚生の充実や職員の成長を
支援しています。「誰もが助け合って暮らせるまち　さかほぎ」の実現を
目指して、私たちと一緒に働きましょう！ 詳しくはホームページに掲載して

ありますので、こちらのQRコー
ドを読み取ってご覧ください。
お問い合わせや見学もお気軽に
どうぞ！福祉活動専門員

職　　種 仕 事 内 容

地域の福祉活動推進のため、調査や企画、連絡調整
などを行います。

正
職
員

非
常
勤
職
員

通所介護職員 自立支援を促し、入浴や排泄などの日常生活動作の
支援を行います。

訪問介護員 高齢者または障がい者（児）のご自宅を訪問し、生活
援助や身体介護を行います。

社協だより 142号142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　開催状況 

町内福祉施設の作品展示開催！
　新型コロナウィルス感染症対策により、ボランティアや地域の方が
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廃止にな
るなど、利用者の方々や職員の皆さんの様子を知っていただく機会が
減っています。
　そこで、利用者の方々の姿や、福祉施設で働く職員の姿を地域の皆
さんに発信していただく機会として、１０月末からサンライフさかほ
ぎ２階ロビーにて、町内の福祉施設の利用者の方々が作られた作品展
示を実施しています。利用者と職員の方々が力を合わせて作られた素
敵な作品がたくさん展示されています。１２月２８日まで開催してお
りますので、ぜひお越しください。

令和４年度  第３回定時理事会 10月31日（月） サンライフさかほぎにて

出　　席：理事１２名中１０名、監事２名中２名
議　　事：坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算（案）について
　　　　　坂祝町社会福祉協議会育児・介護休業規程の一部改正について
　　　　　坂祝町社会福祉協議会非常勤職員給与規程の一部改正について
　　　　　令和４年度第１回臨時評議員会の決議の省略について
　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 全４議案すべて可決
報告事項：会長及び常務理事の業務執行状況の報告について
　　　　　令和４年度事業の実施状況について

理 事 会

　１１月２７日（日）、サンライフさかほぎにおいて、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、坂祝町役場職員やボランティアの方々にご参加いただき、
総勢３５名で実施しました。
　感染症対策を考慮しながら、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。

　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に設置される拠点です。
　社会福祉協議会が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

11/27
日

① 訓練概要説明 ② ボランティア受付

③ ボランティアへの活動説明 ④ 備品貸出

⑤ 活動報告提出 ⑥ 振り返り
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　　災害ボランティアセンターとは？

職員募集のお知らせ
　小さな町だからこそ、温かくきめ細かな支援に取り組めます。
職員の働きやすさと働きがいに重点を置き、福利厚生の充実や職員の成長を
支援しています。「誰もが助け合って暮らせるまち　さかほぎ」の実現を
目指して、私たちと一緒に働きましょう！ 詳しくはホームページに掲載して

ありますので、こちらのQRコー
ドを読み取ってご覧ください。
お問い合わせや見学もお気軽に
どうぞ！福祉活動専門員

職　　種 仕 事 内 容

地域の福祉活動推進のため、調査や企画、連絡調整
などを行います。

正
職
員

非
常
勤
職
員

通所介護職員 自立支援を促し、入浴や排泄などの日常生活動作の
支援を行います。

訪問介護員 高齢者または障がい者（児）のご自宅を訪問し、生活
援助や身体介護を行います。

社協だより 142号142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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「にこにこサポート」が
　　ボラ連に加入しました。

第４４回　坂祝町シニア文化祭

　サンライフさかほぎ１階ボランティアルームには、坂祝町ボランティア団体連絡協議会に
登録されている団体紹介を掲示しています。現在、２７団体、延べ６２０名の方がボラン
ティア登録をされています。
　団体の活動内容により、コ
ロナ禍でなかなか活動ができ
ない団体が多い中ですが、１０
月に新しく更新しました。町
内ではいろいろな活動をされ
ているボランティア団体があ
ります。お立ち寄りの際はぜ
ひご覧ください。

　１１月９日(水)、坂祝町総合運動場にて７４名の参加により、盛大に軽スポーツ大会
が開催されました！天候に恵まれたなか、みなさん精一杯全力プレーされました！

※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4年11月30日現在）

●ボラ連　登録団体【27団体】････････････620名
　　　　　未登録団体【6団体】 ･･････････ 59名
●個人ボランティア登録者 ････････････････ 1名

延べ登録者  680名
登録状況

坂祝町ボランティア団体連絡協議会
               　　団体紹介を掲示しています！

　住み慣れた地域で、誰もが安心して暮らし
続けるために、生活上のちょっとした困りごと
（電球の交換、ゴミ出し、草取りなど）のお
手伝いを行う生活支援ボランティアが誕生し
ました。現在、１１名の会員で活動していま

す。お困りのことがありましたら、坂祝町
社会福祉協議会までご連絡ください。
　一緒に活動していただける仲間を随
時募集中です。あなたの経験、空いた時
間を有効に使いませんか。

坂祝町高齢者活動功労者表彰坂祝町高齢者活動功労者表彰

１１月２５日（金）、３年ぶりに文化祭が開催されました。

第２９回 坂祝町・町シニア連共催軽スポーツ大会が開催されました！

（順不同・敬称略）

長年のシニアクラブ活動の功績を称え、１０名の方が受賞されました。

岐阜県老人クラブ連合会会長表彰岐阜県老人クラブ連合会会長表彰
　長年のシニアクラブ活動の功績を称え、１０月２８日(金)に
開催された、第６１回飛水クラブぎふ大会で受賞されました。

臼田 幸信（大針）

佐藤 洋子（黒岩）

小島 順三（勝山）

兼松 英彰（雲埋）

牧原 記子（黒岩）

若井 政子（深萱）

小寺 　忠（取組）

臼田 　泉（大針）

川合 義郎（深萱）

小島 和子（勝山）

種　目 優　勝 準優勝 第３位
グラウンドゴルフ 勝山Ａ 取組Ｂ 黒岩Ｂ
ペタンク 池　端 勝　山 黒　岩

グラウンドゴルフ優勝　勝山Ａ ペタンク優勝　池端

森 良三（深萱）

（敬称略）

「シニア歌を楽しむ会」のみなさん 作品展表彰者のみなさん

社協だより142号142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91号なんてん（坂祝町ボランティアの実）

シニアクラブからのお知らせ



「にこにこサポート」が
　　ボラ連に加入しました。

第４４回　坂祝町シニア文化祭

　サンライフさかほぎ１階ボランティアルームには、坂祝町ボランティア団体連絡協議会に
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月に新しく更新しました。町
内ではいろいろな活動をされ
ているボランティア団体があ
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※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4年11月30日現在）

●ボラ連　登録団体【27団体】････････････620名
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●個人ボランティア登録者 ････････････････ 1名

延べ登録者  680名
登録状況

坂祝町ボランティア団体連絡協議会
               　　団体紹介を掲示しています！
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（順不同・敬称略）
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　長年のシニアクラブ活動の功績を称え、１０月２８日(金)に
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若井 政子（深萱）

小寺 　忠（取組）

臼田 　泉（大針）

川合 義郎（深萱）

小島 和子（勝山）

種　目 優　勝 準優勝 第３位
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ペタンク 池　端 勝　山 黒　岩

グラウンドゴルフ優勝　勝山Ａ ペタンク優勝　池端

森 良三（深萱）

（敬称略）

「シニア歌を楽しむ会」のみなさん 作品展表彰者のみなさん

社協だより142号142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91号なんてん（坂祝町ボランティアの実）

シニアクラブからのお知らせ



ご寄付
ありがとう
ございました

令和４年９月１日から令和４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５年１月１９日（木）13:30～15:00
令和５年３月１６日（木）13:30～15:00
身体障がい者相談員

日　時

相談員

令和５年２月２１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（ （

コロナウイルス感
染予防対策として、
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 …… 20,000円
寄付物品

●匿名 様 …… お米  30kg   ●匿名 様 …… カップ麺 65個  ●匿名 様 …… お米 60kg  
●匿名 様 …… 靴下 13足   ●匿名 様 …… お米 120kg     ●匿名 様 …… お米 20kg
●匿名 様 …… 肌着

介護スタッフ募集中！！介護スタッフ募集中！！

　生活リハビリの一環として、デイサービスの中庭や駐車場を利用し、種まきや
育った食物を収穫しました。

　１０月２６日（水）、長良川国際会議場で開催された第７０回岐阜県社会福祉大会において、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に対して表彰状及び
感謝状の贈呈が行われました。坂祝町からは、３名の方々が社会福祉協議会職員表彰を授与されまし
た。また、優良民間奉仕団体として１企業が岐阜県共同募金会会長表彰を授与されました。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。

坂祝町デイサービスセンターより

●家族の介護経験はあるけど、介護のお仕事は初めて！
●介護の資格は持っているけど、ブランクがある…
●家事を行っている主婦の方、短時間でもＯＫ！　　など

　『岐阜県社会福祉協議会会長表彰』を授与されました！　『岐阜県社会福祉協議会会長表彰』を授与されました！

令和５年１月１０日（火）13:30～15:00
令和５年３月１４日（火）13:30～15:00
坂祝町民生委員児童委員

日　時

相談員

令和５年２月１７日（金）13:00～16:00
岐阜県弁護士会所属の弁護士

日　時
相談員

池淵　徹 氏 三馬　益代 氏 スーパーセンターオークワ坂祝店

【 優良民間奉仕団体 】【 社会福祉協議会職員 (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）

柳田　昌宏 氏

岐阜県共同募金会会長表彰 《申し込み・問い合わせ先》 坂祝町社会福祉協議会 TEL：27-1222

サンライフさかほぎ内の、デイサービスセンター・訪問介護事業所では、
一緒に働いてくださる介護スタッフを募集しています。

【定員】３名（１組20分程度）

【定員】８名（１組20分程度）

１ 枠 ２枠併合

坂祝町社会福祉協議会　地域福祉課まで　TEL:27-1222

規　　格 縦5cm×横8.5cm

3,750円
2,500円

縦5cm×横18cm

7,500円
5,000円

「さかほぎ社協だより」に掲載する
有料広告を募集中！

一　般
賛助会員

掲載料
（1号につき）

ご不明な点は、お気軽にお電話ください。

【 広告 】

介護サービス課　通所介護係 (１０月１日付 ）髙橋　泰道職員紹介職員紹介

社協だより 142号142号 社協だより 1011

総合福祉会館からのお知らせ 介護サービス課より

社協からのお知らせ
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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

8：30～17：30

SNS

Twitter

Facebook

●筋トレ機器一般開放時間　９：00～15：00
●スカイウェル・健康器具、キッズランド　９：00～16：00
●一般浴　10：00～15：00　  ●カラオケ　９：00～15：00
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開放時間を短縮しております。また、
ご利用時はアルコール消毒、マスク着用の徹底、館内での水分補給以外の飲食は禁止して
おります。何卒、ご理解・ご協力をお願いいたします。一日も早く収束し、以前のように
開館できることを職員一同、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。

10日(火)

11日(水)
12日(木)
13日(金)
14日(土)
16日(月)

12:00～14:30
13:30～15:00
13:30～15:00
11:30～12:30
10:30～11:30
13:30～15:00
10:00～11:30
10:00～11:30

中組ふれあいサロン
池端ふれあいサロン
深萱ふれあいサロン
食事サービス
きらきらパーク
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

中組公民館
池端公民館
深萱公民館
利用者宅へ
サンライフ
茶屋公民館
サンライフ
加茂山第２集会所

16日(月)
18日(水)
19日(木)
23日(月)
24日(火)
26日(木)
27日(金)

13:30～15:00
13:30～15:00
11:30～14:00
13:30～15:00
13:30～15:00
10:00～11:30
11:30～12:30
13:30～15:00

取組ふれあいサロン
雲埋ふれあいサロン
勝山ふれあいサロン
一色ふれあいサロン
黒岩ふれあいサロン
おもちゃ図書館
食事サービス
大針ふれあいサロン

取組西公民館
雲埋公民館
勝山公民館
一色公民館
黒岩公民館
サンライフ
利用者宅へ
大針公民館

7日(火)
8日(水)
9日(木)
10日(金)
11日(土)
13日(月)
14日(火)

13:30～15:00
11:30～12:30
10:30～11:30
13:30～15:00
10:00～11:30
10:00～11:30
13:30～15:00
13:30～15:00

池端ふれあいサロン
食事サービス
きらきらパーク
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
中組ふれあいサロン
深萱ふれあいサロン

池端公民館
利用者宅へ
サンライフ
茶屋公民館
サンライフ
加茂山第２集会所
中組公民館
深萱公民館

15日(水)
16日(木)
20日(月)
23日(木)
24日(金)

27日(月)
28日(火)

13:30～15:00
13:30～15:00
13:30～15:00
10:00～11:30
11:30～12:30
13:30～15:00
13:30～15:00
13:30～15:00

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
大針ふれあいサロン
一色ふれあいサロン
黒岩ふれあいサロン

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
大針公民館
一色公民館
黒岩公民館

7日(火)
8日(水)
10日(金)
11日(土)
13日(月)
14日(火)

11:30～14:00
11:30～12:30
13:30～15:00
10:00～11:30
10:00～11:30
11:30～14:00
13:30～15:00
13:30～15:00

池端ふれあいサロン
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
深萱ふれあいサロン
中組ふれあいサロン
黒岩ふれあいサロン

池端公民館
利用者宅へ
茶屋公民館
サンライフ
加茂山第２集会所
深萱公民館
中組公民館
黒岩公民館

15日(水)
16日(木)

20日(月)
23日(木)
24日(金)

27日(月)

13:30～15:00
10:00～11:30
13:30～15:00
13:30～15:00
10:00～11:30
11:30～12:30
11:30～14:00
13:30～15:00

雲埋ふれあいサロン
きらきらパーク・アンブレラ合同サロン
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
大針ふれあいサロン
一色ふれあいサロン

雲埋公民館
サンライフ
勝山公民館
取組西公民館
サンライフ
利用者宅へ
大針公民館
一色公民館

1月

２月

３月

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

※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。

１・２・３月 行 事 予 定行 事 予 定

開放時間 8：30～17：15 休館日 毎週日曜日
年末年始休館 令和4年12月29日(木)～令和5年1月3日(火)


