
ともにん、ばら菜が
お祝いに来てくれました！

社協だより社協だより社協だより社協だより
～人と人　心と心をつなぐ　まちづくり～

安八郡神戸町大字八条258番地の2
　（デイサービスセンター内）
TEL〈0584〉28-0223　FAX〈0584〉28-1022

社会福祉法人
神戸町社会福祉協議会
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第85号

10月
検 索神戸町社協 検 索ホームページ

http://www.godo-shakyo.jp
（Facebook　も更新中！）

この機関紙は皆さまの会費並びに共同募金の配分により発行しています。
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お問い合わせ先 岐阜県共同募金会　神戸町分会　☎ （２８）０２２３

今年も皆様の温かいご協力をお願いします

令和２年度 神戸町の目標額

総額　4,101,000円総額　4,101,000円
●赤い羽根募金　　　　　1,901,000円

●歳末たすけあい募金　　2,200,000円

岐阜県共同募金会の配分計画に基づき、県内の民
間福祉施設・団体などへの配分、災害準備金、ま
た町内の小地域福祉活動に使われます。

歳末たすけあい募金は、新たな年を迎える時期に
支援を必要としている人々が安心して暮らすこと
ができるようはじまった募金です。歳末たすけあ
い募金は、当年度のさまざまな地域福祉活動を歳
末の時期に重点的に行うために使われます。

▲地域福祉学習事業

“今年度全国統一ポスター”

▲いきいきサロン事業

～つながりをたやさない社会づくり～～つながりをたやさない社会づくり～
募金運動期間募金運動期間 10月１日～12月31日10月１日～12月31日

令和２年度令和２年度 共同募金運動 が始まります！共同募金運動 が始まります！

　赤い羽根募金でおなじみの共同募金運動が今
年で74回目を迎え、全国一斉に始まりました。
　今年度は、コロナ禍において人と人とが距離
を取り、接触する機会を減らすことが求められ
る中で、『つながりをたやさない社会づくり』
をテーマに掲げ、つながることが難しい中に
あっても、つながることをあきらめず、孤立、
孤独の問題に対して取り組む活動を支援してい
きます。
　本会では、今年
度も戸別募金、法
人募金、職域募金
などの方法で実施
します。皆様から
いただいた募金は
身近な福祉や地域
の行事に活かされ
ています。
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『第31回神戸町社会福祉大会』の開催中止について

『社協会費』御礼と報告『社協会費』御礼と報告
令和２年度  社協会費へのご協力、ありがとうございました！

会費総額  2,962,000円（50地区、5,924世帯）
【主な使いみち】
●福祉推進委員活動の推進
●ボランティア活動の推進・育成
●見守りネットワーク活動事業等の
　地域福祉活動事業
●広報誌「社協だより」の発行　など

☆今後ともご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

神戸町訪問介護ステーション（ホームヘルパー）神戸町訪問介護ステーション（ホームヘルパー）

　令和２年11月８日㈰に開催を予定しておりました「第31回神戸町社会福祉大会」について、
現在も新型コロナウイルス感染症の感染者が発生している状況から、参加者及び関係者の健
康・安全面を第一に考慮した結果、やむを得ず中止とさせていただくことといたしました。
　開催に向け、参加と協力をご検討していただいた関係者方々、楽しみにして
いただいていた町民の皆様には、大変ご迷惑をお掛いたしますが、何卒ご理解
の程、宜しくお願い申し上げます。

　会費の納入について、町民の皆様のご理解
とご協力をいただきありがとうございました。
また、各区長様には、ご多忙のところ納付に
つきましてご尽力を賜わり、心より厚く御礼
申し上げます。
　皆様からお寄せいただいた会費は、貴重な
社協の自主財源として地域に密着した福祉活
動の費用に使わせていただきます。

地域を
良くする
財源です！

介護保険法、障がい者総合
支援法に基づいたサービス
に加え、多様なニーズに対
応した『保険外サービス』
の提供を開始しました。
介護保険給付の対象になら
ないもの、利用者のニーズ
に対応し、サービスの充実を
図ることを目的としています。

私たちが
お手伝いします！

利用者さんが住み慣れた地域で生きがいをもって、
安全・安心な生活を送れるように努めます。理 念

訪問介護では、利用者様
の自宅に訪問して必要な
援助を行います。

お気軽にご相談下さい。
神戸町訪問介護ステーション
☎ ０５８４－２８－０２００
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　当施設は、デイケアと呼ばれるリハビリに重点をお
く施設となります。
　「みどりの郷」では、多くのリハビリ専門職が在職し、
身体状況の改善を目標に、専門知識を熟知した理学
療法士による個別の訓練や、専用のリハビリ機器を
活用したリハビリテーションを日々行っております。
　もちろん、入浴や談話、そして食事を楽しんで頂
ける時間もございます。季節に沿ったイベントや、レ
クリエーションもありいつも笑い声で溢れています。

リハビリ・笑顔・自分らしさ、全てがココにそろっています。
さあ！一緒に、はじめましょう！

安八郡神戸町北一色14番地
☎ 0584-71-9817（直通）0584-27-8803（代表）
お気軽にご連絡ください。

施設内はスケルトン屋根から光が差し込み、東
西50mに伸びた広いフロアーで床暖房も完備し
ております。

　ご自宅からの通所介護サービスも提供させていた
だいております。
　定員25名のデイサービスセンター「ライズ」では、
令和２年６月から『いろり畑』でご利用者の皆様と
一緒に野菜づくりをはじめました。

　車いすの方でも作業できるように大きなプランター
を用意しました。土を触ることで、外に出て陽にあ
たることで、また野菜の成長を見ることで元気に生
活していただける糧となれば幸いです。

　収穫しました。今後もいろいろな野菜にチャレン
ジしていきたいと思います。秋には、サツマイモの収
穫が近づいております。収穫の後は、皆様でいろり
を囲んで味わうのを楽しみにしております。

『土・日・祝日も営業』 ※12/31～ 1/3は休業

『看護師による機能訓練』

『１日の定員25名』
■施設内はほど良い広さで職員の目が行き届きやすい。
■普段と違った様子や些細な体調変化に気付きやすい。
■少人数なので「馴染みの人が作りやすい」「落ち着く」
■毎日のレクリエーションや季節の行事もあり。

『短時間利用にも対応』 ※送迎も可能
①9：00～ 11：30　②9：00～ 13：15
③9：00～ 15：30　④9：00～ 16：15
短い時間から徐々に慣れたい方にオススメ！

『無料体験あり』
入浴、機能訓練、食事など、無料で体験できます。

安八郡神戸町丈六道村西59番地
☎ 0584-28-0710

安八郡神戸町北一色２－１
☎ 0584-27-1020

定員…39名
提供時間…9：00～ 16：00
営業日…月～土・祝日
（定休日…日曜日・年末年始）

▶中庭へ出ると目の前に
野菜畑があり、季節の野
菜を苗から育てて、収穫
するまでの過程を楽しむ
事ができます。

◀理学療法士による機能
訓練を実施しています。
（個別対応も実施）

▶男性浴、女性浴に分か
れており車椅子浴、寝浴
など安心して入浴して頂
けます。（タオルは施設の
物をご利用いただけます）

神戸町デイサービスセンター リハビリステーションみどりの郷

デイサービスセンター ライズ 夢の郷デイサービスセンター

●お問い合わせ　神戸町社協居宅介護支援事業所　☎ 0584-28-1025

神戸町内の通所サービスを紹介します神戸町内の通所サービスを紹介します

2020.10　ごうど社協だより　　　４神戸町社協居宅介護支援事業所だより



こんな仕事
あります！
こんな仕事
あります！

こんな仕事
できます！
こんな仕事
できます！

自動車運転　屋外清掃
農作業　除草　草刈
植木の剪定　屋内清掃
給食調理　食器洗浄

大工　消火栓塗装
家屋塗装　内装工事
障子張り ふすま張り

シルバー会員大募集！お仕事大募集！シルバー会員大募集！お仕事大募集！

シルバー人材センター
の仕組み

シルバー人材センター
の仕組み

シルバー人材センター
の仕組み

就業・派遣
職業紹介

仕事の受注・契
約
内
容
の
履
行
▶

◀契約金の支払い
・
仕
事
の
発
注

◀
仕
事

の紹
介

希
望
す
る
職
種

の登
録▶

お問い合わせ 神戸町シルバー人材センター　☎ （２７）４１０５

仕事の
受注・契約

シルバー人材センター

60歳以上の
健康で働く
意欲のある方

会　員

仕事を出す方々
（企業・家庭・
公共団体等）

発 注 者

神戸町デイサービスセンター季節行事神戸町デイサービスセンター季節行事
運動会週間 七夕週間

夏祭り週間 敬老週間

利用者様が
願いを込めて
書いた短冊を
デイルームに
飾りました。
皆様の願い
が叶いますよ
うに。

盆踊り、ボールすくい、射的、
輪投げなどで夏祭りを楽しむ
事が出来ました。

敬老週間に「ともにん」と
「ばら菜ちゃん」がお祝いに
来てくれて、ご利用者の方
もとても喜んで下さいました。
職員による皿回しや花笠音
頭で楽しみました。

元気に選手宣誓して頂き赤白に
分かれて、綱引き・玉入れ・お
菓子釣りなどで盛り上がりました。

担当：伊藤・山田

●お問い合わせ　神戸町デイサービスセンター　☎ 0584-28-1021
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●お問い合わせ　神戸町社会福祉協議会　☎ 0584-28-0223

心 配 ご と 相 談

おもちゃ病院「ばら工房」

善意のご寄付ありがとうございました

神戸町結婚相談サロン

弁護士による 無料法律相談

日 時 10月21日㈬、12月16日㈬
10：00～ 15：00（１件30分）

場 所 神戸町社会福祉協議会 会議室

相談員 川島和男 弁護士

定 員 ８名（事前予約制）
※神戸町在住の方に限ります

　金銭トラブルや家庭の問題、交通事故など、困ってい
ることはありませんか。そのような悩みを解決するため
に、弁護士による無料法律相談を実施します。相談時
間の関係から、あらかじめ予約をしてください。
　秘密は固く守られますので、安心してご相談ください。

場 所 神戸町社会福祉協議会
（デイサービスセンター内）

日 時 毎月第２火曜日
10月13日、11月10日、12月８日
10：00～12：00

日 時 10月８・15・22日
11月８・15・22日
12月８・15・22日
※15日は行政相談、
　22日は人権相談をかねます
13：00～16：00

　みなさんの生活上で、困っていること、悩んでいる
ことはありませんか。どのような相談にも神戸町民生
児童委員・人権擁護委員・行政相談委員の方が親切に
相談に応じ、援助をおこなっています。

場 所 神戸町役場 相談室場 所 神戸町社会福祉協議会 相談室

日 時 毎月第４土曜日
10月24日、11月28日
12月26日
13：00～16：00

予約
不要

予約
不要

予約
不要

※修理費は無料ですが、材料などが必要
な場合は実費をいただきます。
※修理が長くなる場合は一旦お預かりし、
次回の開院日までに修理します。

※ご希望に沿って、有効に使用させていただきます。

（６月16日～９月15日まで）
佐久間 正覚 様より　車いす２台
　　 　　某 様より　100,000円
桑名市 　Ｉ 様より　  15,000円

　岐阜県が運営する「ぎふ広域結婚相談事業支援ネッ
トワーク（おみサポ・ぎふ）」に参画しました。おみサポ・
ぎふは県内の市町村が運営する結婚相談所をネットワー
ク化し、広域での出会いをサポートするシステムです。
自宅のパソコンやスマートフォンなどから、登録会員情
報の一部を閲覧でき、出会いの場が広がります。
　まずは、神戸町結婚相談サロンへ登録を。（登録料は
無料です）

会員登録

お相手を探す

１対１で会う

交　際

成　婚
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