
地域で活躍‼ 中学生夏休みボランティア体験地域で活躍‼ 中学生夏休みボランティア体験

神戸町ボランティア連絡協議会に加入している、
“ごうど養老鉄道を守り育てる会”“子育て支援ほっ
と”の皆さんにご協力をいただき、夏休みボラン
ティア体験を実
施しました。
会長をはじめ、
役員も参加し、
一緒に活動しま
した。

夏休み期間を利用して、多くの中学生が活動に参加
し、地域でのボランティア活動を体験しました。

①養老鉄道広神戸駅
②折り紙プレゼント制作
子育て支援センターおひさまや、保健センター健診の時に配布しました。

③絵手紙・メッセージ制作（在宅）
民生委員による友愛訪問で地域の高齢者にお届けしました。

②②
①①

③③

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～
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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。



▲ 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４年度令和４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
76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。

令和４年度 神戸町の目標額

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　　1,671,000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。
（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

スマホからも、
募金できます。

●お問い合わせ　岐阜県共同募金会 神戸町分会　☎ 0584-28-0223

目標総額　3,871,000円目標総額　3,871,000円
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デイサービスセンター 介護職員（常勤職員）の募集

デイサービスセンター 介護職員（若干名）
募集職種

①基本給　150,600円～ 高校卒の場合
　　　　　（前職がある方は調整します）
②手　当　通勤手当、扶養手当、住宅手当等
③勤務日　週休２日制（日・年末年始は休み）
④勤務時間　8：30～ 17：15（休憩1時間）
⑤その他　社会保険、労働保険、退職手当、福利厚生センター加入

待　　遇

介護福祉士
普通自動車免許（実際に運転できる方、AT限定可）

応募資格

一般教養、作文、面接選考
選考方法

令和5年4月
採用予定日

履歴書、資格の写しを
神戸町社会福祉協議会事務局に提出して下さい

応募方法

令和4年11月30日㈬まで

詳しくはホームページをご覧下さい

応募期限

短冊に願いを書いて、飾りました。皆
様の願いが叶いますように…(*̂  - ̂ *)

新型コロナウイルス感染症の終息
を願って『アマビエ』を作りました。

●お問い合わせ　神戸町デイサービスセンター　☎ 0584-28-1021

かわいい金魚作り

アマビエ作り

七夕週間

『社協会費』御礼と報告『社協会費』御礼と報告

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

令和４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  2,963,000円（50地区、5,926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
●生理用品配布事業　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。

　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！
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●お問い合わせ　神戸町訪問介護ステーション　☎ 0584-28-0200

介護保険ではできない、趣味・嗜好品の買い物や趣味の外出なども同行し、安全に移動して頂けます。
介護保険をお使いの方は、ケアマネジャーにご相談ください。

■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

■話し相手
■外出同行
■大掃除
■衣替え　など

多様化したご要望に応えます！
介護保険と組み合わせて、生き甲斐のある生活が出来るように応援します。

身体介護 生活援助 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。

介護保険でサービスを利用するまでの流れ

介護
保険外

神戸町社協居宅介護支援事業所神戸町社協居宅介護支援事業所

た地域 家 安全 安心な生活を送れるよう 支援

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

申請には介護保険被保険者証、４０歳～６４歳は医療保険証が必要です。

① 要介護認定の申請① 要介護認定の申請

認定調査員が自宅や施設等を訪問し、心身の状態を確認するための認定調査（１時間程）
を行います。主治医意見書は市町村が主治医に依頼。

② 認定調査・主治医意見書

認定は要支援１・２から要介護１～５の７段階及び非該当にわかれます。
認定の有効期間は６ヶ月～４８か月で設定。

④ 認定

介護サービスを利用する場合は、介護（介護予防）サービス計画書の作成が必要。
ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。

⑤ 介護（介護予防）サービス計画書の作成

⑥ 介護サービス利用の開始

調査結果及び主治医意見書を元に１次判定（コンピュータ）に入力され、全国一律の判定。
１次判定の結果をもとに介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。

③ 審査判定 （申請から認定の通知までは原則３０日以内に行います）

●お問い合わせ　神戸町社協居宅介護支援事業所　☎ 0584-28-1025
※次回は、介護保険で利用できるサービスの種類と内容について説明します。
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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19日㈬、12月21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
※15日は行政相談、
　22日は人権相談をかねます

13：00～16：00

日 時

日 時 毎月第２火曜日
10月11日、11月8日、12月13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

要予約

※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）

神戸町結婚相談サロン

予約
不要神戸町社会福祉協議会 相談室場 所

毎月第４土曜日
10月22日、11月26日、12月24日
13：00～16：00

日 時

配布場所 各小中学校保健室、神戸町保健センター、
神戸町社会福祉協議会、神戸町教育委員会

ご相談先 gosyakyo@godo-shakyo.jp

生理用品配布事業
必要な生徒児童のみなさんに生理用品をお渡し
しています。生理用品以外でも心配なこと不安
なことがあったらご相談下さい。

配付内容 昼用羽根つきナプキン１袋（19個入）、
夜用羽根つきナプキン１袋（14個入）

■桑名市　Ｉ様より　　　 15,000円
■神戸町赤十字奉仕団 様より
　　　　　　　　　　　雑巾・ゴミ箱

　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

お知らせコーナー
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●お問い合わせ　神戸町社会福祉協議会　☎ 0584-28-0223

開催決定!!開催決定!!

民生委員児童委員協議会
・民生委員児童委員の活動紹介。
・共同募金にご協力ください。（粗品進呈）

結婚相談
・秘密は守ります。
・親さんからのご相談もお気軽にどうぞ！

フードバンクごうど
・ご家庭で余っている食品をお持ちく
ださい。
●子育て世代、生活にお困りの世帯を
支援するため、フードバンクに寄附
のあったお米を無料配布します。
10：00～（※なくなり次第終了）
＊必要な方には生理用品も配布します。

介護相談
・ケアマネが介護について“よろず相談”
を承ります。

神戸町中央公民館周辺神戸町中央公民館周辺開催場所

開催日時 令和４年10月９日（日）
午前10時～午後3時まで
令和４年10月９日（日）
午前10時～午後3時まで

■ 社会福祉協議会表彰
■ 福祉ポスター入賞者表彰

（役場南庁舎3階　9：30～）表彰式

（中央公民館入口周辺　10：00～ 15：00）

当日は特設ブースにて様々なコーナーを用意しております。ぜひお立ち寄りください。

ふくしのひろば

ふくしフェス2022ふくしフェス2022ふくしフェス2022

お知らせコーナー
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