
8/17（火）～計５日間・９名受講
ちょびっとサポーター養成講座を開催
8/17（火）～計５日間・９名受講

ちょびっとサポーター養成講座を開催

　高齢者や障がいの理解等について実技を交えながら
学ぶことができました。言葉を使わずに表現することの
難しさ、車椅子の操作方法などを実際に体験しました。
　今後、地域で活躍していただけることを期待してい
ます。

　ちょびっとサポーターとは、一人暮ら
し等の高齢者にとって “ちょっとした”作
業（例：食料品・日用品の買い物や身
の回りの掃除等）をお引き受けし、暮ら
しのお手伝いをするサポーターです。

※新型コロナウイルス感染症急拡大による「緊急事態宣言」を受け、残り２日間は１０月以降に延期し、感染状況をみて開催予定です。

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

R3.10.1
第89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。



お問い合わせ先 岐阜県共同募金会　神戸町分会　☎ （２８）０２２３

令和３年度 神戸町の目標額

総額　3,899,000円総額　3,899,000円 “今年度全国統一ポスター”

～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３年度令和３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75回目
を迎え、全国一斉に始まりました。
　依然としてコロナ禍にあり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、今年度も『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。

今年も皆様の
温かいご協力をお願いします

●赤い羽根募金　　1,889,000円

●歳末たすけあい募金　2,010,000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。
（例：地域福祉学習事業など）

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。
（例：いきいきサロン事業、子育て支援事業、サ
ンタ訪問事業など）

▲地域福祉学習事業

▲いきいきサロン事業
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『社協会費』御礼と報告『社協会費』御礼と報告

令和３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  2,959,500円（50地区、5,919世帯）

☆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。

生理用品配布事業のお知らせ生理用品配布事業のお知らせ

【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
●生理用品配布事業　など

　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！

必要な生徒児童のみなさんに
生理用品をお渡しします

配布内容
昼用羽根つき（19個）、夜用羽根つき（14個）

　神戸町社会福祉協議会では、小中学校
や保健センターの協力により必要な児童
生徒のみなさんに生理用品を配布しま
す。生理用品以外でも心配なことや不安
なことがあったら連絡下さい。

電　　話：０５８４ｰ２８ｰ０２２３
メ ー ル：gosyakyo@godo-shakyo.jp
配布場所：各小中学校の保健室
　　　　　神戸町社会福祉協議会（神戸町大字八条258番地の2）
　　　　　神戸町保健センター（神戸町大字神戸1018番地）

※この財源は神戸町社会福祉協議会会費を活用しています。

絡下さい。

の2） ともにん
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社協会費・生理用品配布事業



●お問い合わせ　神戸町社協居宅介護支援事業所　☎ 0584-28-1025

介護保険で利用できる訪問リハビリとは？ (PT/OT編）介護保険で利用できる訪問リハビリとは？ (PT/OT編）
※要介護１～５の方が主な対象者です。自宅に専門職が訪問をしてリハビリを行ないます。

「運動機能回復のスペシャリスト」理学療法士（PT）
寝返る、起き上がる、立ち上がる、歩く、車いす移乗など、身体の基本
動作の回復・維持・悪化予防を行ないます。

「生きがい支援のスペシャリスト」作業療法士（OT）
指を動かす、食事をする、入浴をする、掃除をするなど、応用動作の機
能回復と生き生きと生活できるよう心のサポートを行ないます。

※対象疾患：脳血管疾患・整形疾患・呼吸器疾患・循環器疾患・進行性疾患・認知症・がん　など

具体的にどんなことをするの？
◉歩行訓練・筋力訓練・屋外歩行
◉ストレッチ・関節可動域訓練・家事の練習
◉入浴・トイレ・更衣動作などのリハビリ
◉自宅内の環境整備アドバイスや福祉用具の選定

●お問い合わせ　神戸町訪問介護ステーション　☎ 0584-28-0200

介護保険と介護保険外サービスをニーズに合わせて
組み合わせる事で、快適な生活を送るための支援を行います。

■入浴
■清拭
■着替え
■排泄介助
　（トイレ・オムツ交換）
■通院介助
■外出同行　など

■掃除
■洗濯
■調理
■買い物　など

（介護保険外）
■話し相手
■外出同行
■大掃除
■衣替え　など

介護保険サービス ＋ 自費サービス（介護保険外サービス）
身体介護サービス 生活援助サービス 自費サービス

住み慣れた地域、家で安全・安心な生活を送れるように支援します。

ケアマネジャーだよりケアマネジャーだより

神戸町訪問介護ステーション神戸町訪問介護ステーション
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神戸町社協居宅介護支援事業所だより神戸町訪問介護ステーション



●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」

弁護士による 無料法律相談

神戸町社会福祉協議会（デイサービスセンター内）場 所

神戸町社会福祉協議会 会議室場 所

川島和男 弁護士相談員

８名（事前予約制）
※神戸町在住の方に限ります

定 員

10月20日㈬、12月15日㈬
10：00～ 15：00（１件30分）

日 時

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

日 時 日 時 毎月第２火曜日
10月12日、11月9日、12月14日
10：00～12：00

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。

場 所 神戸町役場 相談室
予約
不要

　機械やおもちゃを作ることが好きな方、
器用な方など…趣味を活かしたボラン
ティア活動を一緒にしてみませんか？
　興味がある方は、神戸町社会福祉協議
会までご連絡下さい！

おもちゃ病院
『ドクターボランティア』募集

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
手工芸週間手工芸週間 七夕週間七夕週間

夏祭り週間夏祭り週間

七夕の願いを書いた手作りの風鈴を飾り
ました。みなさんの願いが叶います様に。

織
り
姫
様
と
彦
星
様
に

な
り
き
り
ま
し
た
。お
二

人
と
も
素
敵
で
す
ね
♡

新型コロナウイルス
の影響で、従来どお
りの夏祭りの開催
は難しくなってしま
いましたが、提灯を
デイルームに飾り夏
祭りの雰囲気を味
わいました。
菓子釣りや的当て
ゲーム、ビンゴゲー
ムをして楽しみまし
た。

自分の名前の1文字を選んで筆
で書き、スタンプやスプレーを使っ
て飾りつけをしました。みなさん素
敵な作品が出来上がりました。

●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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お知らせコーナー・



※ご希望に沿って、有効に使用させていただきます。善意のご寄付ありがとうございました
（６月16日～９月15日まで）

・松岡加代子様より　　　　折り紙100冊
・神戸町赤十字奉仕団より　雑巾・ゴミ箱
・桑名市　Ｉ様より   　　　15,000円
・某様より　　　　　　　　50,000円

・佐久間正覚様より　　　　車いす１台
・㈲神戸稲川電気商会様より
　　　　　　　　  サーマルカメラ１台
　　　　　　　　　　  空気清浄機１台

▲ 神戸赤十字奉仕団よりご寄付いただいた雑巾とゴミ箱 ▲ ㈲神戸稲川電気商会様よりご寄付いただいた
　 サーマルカメラと空気清浄機

神戸町結婚相談サロン

お知らせコーナー


