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川辺町社会福祉協議会  情報誌

平成30年11月４日（日）、川辺町福祉大会の講演会を開催しました。作家の落合恵子さ

んを講師に招いて「ひとりひとりが主役の社会～それぞれが自分色に輝くとき～」という

テーマで講演をしていただき、155名の方々が来場されました。落合恵子さんご自身の経

験や体験談を交えたお話しに皆さん聞き入ってみえました。
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謹んで初春のお慶びを
　　　　　申し上げます

社会福祉法人　川辺町社会福祉協議会

会　長　　加　藤　　賢
平成最後の新春を迎え、町民の皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。旧年中は社会

福祉法人川辺町社会福祉協議会に深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

本会では、今年度も敬老会をはじめ、多くの行事を開催することができました。これもひと

えに住民の皆様のご協力のおかげです。誠にありがとうございました。

今年度は、国が推進している「我が事・丸ごと」の地域共生社会の実現に向けて、川辺町と

ともに、住民の皆様一人ひとりが生きがいを持って過ごすことのできる地域をともに創って行

きたいと考えております。また、本会が地域福祉推進の中核となり、地域の皆様、各種団体の

ご協力を賜りながら、福祉の充実に努めてゆく所存です。本年も川辺町社会福祉協議会の活動

に格別なご支援、ご協力をお願いいたします。

年頭にあたり、町内の皆様のご健康とご多幸を祈念するとともに、昨年中賜りました数多く

の御篤志に心から御礼申し上げご挨拶といたします。

10 月 30日、長良川国際会議場において第 68回岐阜県社会福祉大会が開催されました。県内の福
祉従事者に感謝と表彰が行われ、川辺町からは 5名と 2団体が表彰されました。
皆さま、おめでとうございます。

  岐阜県社会福祉協議会 会長表彰  
【社会福祉施設職員】　坪内　　崇（上米田福祉会）、井上　千賀子（同左）
【社会福祉協議会職員】　金澤　浩和（事務局）、丹羽　みな子（児童クラブ）

  岐阜県社会福祉協議会 会長感謝  
【社会福祉事業協力援助団体】　ブレーメンのおはなし隊
　　　　　　　　　　　　　　　読み聞かせサークル「ぐりとぐら」

  岐阜県共同募金会 会長感謝  
【優良職員】　加藤　幸子	 （敬称略）

第６８回　 岐阜県社会福祉大会
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11 月 4日、やすらぎの家において ｢第 10回川辺町社会福祉大会｣ を開催しました。
大会では、日頃社協にご協力いただいている企業への感謝と、社会福祉推進に従事している役職員

やボランティア団体を対象に表彰を行いました。

  感謝の部　（順不同、敬称略）  
【社会福祉事業協助団体	５団体】
　福島産業（株）、（株）総合建設エヌジーオー、（株）喜久屋、東濃信用金庫川辺支店、赤坂製材

  表彰の部　（順不同、敬称略）  
【公的社会福祉事業従事者】
　木澤　久美子、安田　満江、安田　美子、馬場　君代、馬場　和惠、河合　美代志

【社会福祉事業施設及び社会福祉事業団体並びに役職員】
　加藤　孝明、日下部　洋治、佐伯　敏充、佐伯　五生、佐藤　哲也、馬場　孝仁、高井　守
　前田　英樹、羽田　堅治、加藤　榮樹、肥田　正、橋本　清乃、早川　みどり
　鈴木　佳代子、馬場　君代

【社会福祉事業奉仕団体　２団体】
　比久見地区自主防災会、ふるさと愛好会

平成 30 年 12 月 10 日、川辺中学校で福祉
体験を実施しました。
3年生 3クラスが「高齢者疑似体験」「白杖

体験」「車椅子体験」に参加しました。2人ペ
アになって、楽しみながらも真剣に行うことが
できていました。
高齢者や身体の不自由な方と接する時にこの

経験を活かしてくださることを願っています。

第10回  川辺町社会福祉大会を開催しました

福祉体験を実施しました
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昨年度は、ボランティアの皆様にご協力いた

だき、体力づくりを目的に、楽しみながらセブ

ンイレブン石神店まで散歩に行く事ができまし

た。また、川辺町内の小学校、中学校の生徒の

方とたくさんの交流ができた事にご利用者様も

喜んでみえました。

今年も、地域の皆様との交流ができます様に

行事を計画してまいりますので、今まで以上に

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

また、これからもより良いサービスの提供に

職員一同努めてまいります。

今年度から、西児童クラブに加えて西小学校

児童クラブと北小学校児童クラブの運営も始ま

りました。それぞれの児童クラブで、元気いっ

ぱいな子どもたちと様々な活動をして、放課後

や夏休みなどの長期休業日を過ごしています。

西児童クラブでは、

中川辺第二福寿会のみ

なさんが敷地内の草引

きや畑の世話をしてく

ださっており、日頃の

感謝を伝えるため８月に交流会を行いました。

１１月には、子どもたちと一緒に花壇の花植え

もやっていただきました。植え方を教えてもら

いながら自分の手で花を植えるのは、とても良

い経験になりました。

北小学校児童クラブでは、夏休み中の約２週

間をナーシング川辺で実施させていただき、利

用者さんたちと一緒にレクをするなど、楽しく

活動することができました。スタッフのみなさ

んにも大変お世話になりました。

現在、町内外から、１４名の方が通所されて

います。ＣＤ・ＤＶＤの解体作業、のうひ葬祭

様の会報誌封書詰め等作業、重度の利用者様に

は気分転換、身体機能の維持を目的に、車いす

から降りていただき、体伸ばしや手足の運動を

行っています。その他、民生児童委員や日本赤

十字奉仕団の皆様をはじめとする地域の方々と

交流する機会として散歩や季節ごとの行事等を

行っています。

町内の皆様や多くの関係機関の皆様には、日

ごろ新聞紙・ダンボール・アルミ缶・廃食油等

の資源回収にご協力いただき、ありがとうござ

います。今後とも、ご協力をお願いいたします。

これからも利用者様により良いサービスが提

供できるよう職員一同努めて参ります。

西小学校児童クラブでは、夏休みは利用人数

が多くなり、公民館での実施となりました。図

書室や和室も利用させていただくなどして、長

い夏休みを無事に終えることができました。

また、夏休み中はそ

れぞれの児童クラブで

川辺町女性の会ブレー

メンのお話隊、ぐりと

ぐら、手話サークル

のみなさんによる読み聞かせをしていただいた

り、ボランティアでマジックショーを見せても

らったり木工工作を教えてもらったりもしまし

た。長い夏休みの中で

の楽しいひとときを子

どもたちも喜んでいま

した。

このような活動を通

して、子どもたちにも地域の方々や様々なボラ

ンティアの方々に支えられていることを伝えて

いきたいと思います。今後ともご協力をお願い

いたします。

いきいきデイサービス川辺だより

川辺児童クラブだより

ゆうゆう舎かわべだより
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赤い羽根共同募金の街頭ボランティアにご協力いただきありがとうございました

友友会を開催しました

川辺町ふれあいサロン交流会をおこないました

共同募金ありがとうメッセージ

11 月 17 日、18 日のふれ愛まつりの
会場内で、中学生ボランティアの協力を
得て街頭募金活動を実施しました。
2日間で 33,744 円の募金が集まりま
した。
皆様の温かいご協力ありがとうござい
ました。

11月 13 日、民生児童委員の皆様、配食サービスボランティア等の皆様のご協力により『友友会』を
開催しました。
今年度も司会ボランティアさんの進行で始まり、ゆうゆう舎かわ

べの皆さんの発表を楽しまれました。その後、配食ボランティアさ
んが心を込めて作ってくださった食事を召し上がりながら、隣の方、
民生児童委員さんやボランティアの方と交流を深められました。
食後には、小板美江子先生による手品と腹話術が行われ、巧みな

話術で会場は笑いに包まれていました。
町内 65 歳以上の一人暮らしの方々が、これからもお元気で過ご

されることを願っております。

11月 27 日、やすらぎの家で司会ボランティアの方々に司会進行
をお願いし、サロン交流会を開催しました。まず、食生活改善推進
協議会による美味しい豚汁の試食が振る舞われました。2階ロビー
ではサロンの方々が一生懸命作られた作品展示があり、皆さん足を
止めてみて行かれました。
また、今年度はコミュニケーション麻雀のコーナーもあり、興味
を持って体験された方もみえました。
後半は、岐阜レクリエーション協会の林	

美貴子先生による講座で色々な楽しいレク
リエーションを教えていただきました。普
段会うことのできないサロン同士が交流す
ることができる貴重な時間となりました。

この度、赤い羽根募金の助成金を受けて、コミュニケーション麻
雀2セットを購入しました。現在、社協には3セットのコミュニケー
ション麻雀があり、貸し出しをしております。サロン等で使用した
い方は、社協サロン担当者までご連絡ください。

TEL：５３－２１２１　担 当：金澤

赤い羽根だより
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自分たちが住んでいる地域を拠点（歩いて行ける範囲）として参加者みなさんで企画・運営して
いく楽しい仲間作りの活動です。サロンの特徴は、参加者が主役であり、自分たちでやりたいこと
を無理のない程度に楽しむことです。閉じこもりや寝たきりを予防することが目的ですので、家か
らでておしゃべりするだけでも心や体は健康になります。

❖ほっとサロン（上川辺） ❖北部サロン（下麻生） ❖木の根サロン（西栃井）
場所：ナーシング川辺 場所：北部公民館 場所：西栃井公民館

❖いきいきサロン（下麻生） ❖御座野健康サロン（上川辺） ❖やまびこサロン（福島）
場所：下麻生第四地区公民館 場所：御座野公民館 場所：福島公民館

❖サロンＡＢＣ（西栃井） ❖ささゆりサロン（鹿塩） ❖スマイルサロン（中川辺）
場所：西タウン集会所 場所：鹿塩公民館 場所：中川辺天神裏公民館

❖なごやかサロン（上川辺） ❖しいたけサロン（下飯田） ❖サロンじぞう（下川辺）
場所：鵜飼公民館 場所：下飯田公民館 場所：下川辺公民館

❖飛騨川サロン（下吉田） ❖比久見サロン（比久見） ❖ひまわりサロン（中川辺）
場所：下吉田下公民館 場所：比久見上・下公民館 場所：中川辺下町公民館

❖ほのぼのサロン（下川辺） ❖サロンコスモス（石神） ❖やすらぎサロン（全域）
場所：下川辺公民館 場所：やすらぎの家 場所：やすらぎの家

❖サロン一休（石神） ❖ＦＤかわべサロン（全域） ❖寿体操（全域）
場所：曹源寺 場所：やすらぎの家 場所：Ｂ＆Ｇ海洋センター

❖サロンなかよし（中川辺） ❖サロン雀（西栃井） ❖ＹＳＤサロン（下吉田）
場所：佐藤書店裏ピアノ教室 場所：西栃井公民館 場所：下吉田上公民館

❖お寺喫茶（比久見） ❖上石神サロンの会（上石神） ❖ワンワンカフェ（福島）
場所：善教寺 場所：やすらぎの家･上旧道クラブ 場所：福島公民館

❖折り鶴（下石神） ❖にっこりサロン（全域） ❖喫茶下町サロン（中川辺）
場所：やすらぎの家 場所：やすらぎの家 場所：中川辺下町公民館

それぞれのサロンが皆でやりたいことを考えながら行っています。体操や歌、手芸などの手作業
を行うことで脳が活性化されます。一人ではやれないことでも、みんなと一緒なら続きます。どこ
のサロンも笑いがいっぱいです。川辺町の皆様が楽しく元気に暮らせるようなサロンを町内に広め
ていきたいと思います。

●ふれあい・いきいきサロンとは…？

●現在、川辺町で行われているサロン　　　　　　　　　（平成30年11月末現在）

川辺町の各地区で元気に活動しています！

ふれあい・いきいきサロンの紹介

※そのほかに、やすらぎの家で、毎月第４月曜日に「音楽サロン」を実施しています。

参加したい人、興味のある人は、川辺町社会福祉協議会までお願いします。
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－－－ その他、ペットボトルキャップ、古切手、アルミ缶や新聞紙等の資源などご協力ありがとうございました。－－－

善意のご寄付ありがとうございます（順不同・敬称略）

～各種相談事業日程～
心の悩み、軽くします

～ゆうゆう舎～
エコ活動実績報告

秘密厳守、無料ですのでお気軽にご相談ください
◉無料法律相談◉ ＊予約は１ヶ月前から受け付けます

月  日（曜日） 相　談　員 場　所
２月13日（水） 磯谷 太一 弁護士 やすらぎの家

相談時間：午後１３時から１６時まで
◉身障知的相談◉ ＊予約不要です

月  日（曜日） 相　談　員 場　所
２月12日（火） 身障・知的相談員 やすらぎの家

相談時間：午前１０時から１２時まで

ペットボトルキャップを小森産業株式会社をとおし、
「認定ＮＰＯ法人世界の子どもにワクチンを日本委員
会（ＪＣＶ）」へ送りました。

車椅子等を平成 19 年に1 回、平成 23 年からは
毎年寄贈していただいております。
今年度は、川辺西小学
校運動会内の贈呈式で、児
童会様から会長へ車いすを
寄贈していただきました。
ありがとうございました。

この度、有限会社加茂
ジャパン総合保険様より、
足裏振動マッサージ器を寄
贈していただき、やすらぎ
の家に設置させていただき
ました。
ありがとうございました。

★社協職員福祉なんでも相談、福祉サービス利用援助
相談開催中！！
秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください。

※キャップ430個相当で1kgになり1kgあたり10円が寄付され
ます。ポリオワクチンを購入した場合20円で1人分を購入で
きます。ペットボトルキャップは430個（1kg）を焼却すると
3.15kgのCO²が発生します。皆様のご協力ありがとうござい
ました。

累計個数　1,094,264個
（ワクチン1,272.4人分）

－－－－ 平成30年11月24日現在 －－－－

川辺西小学校児童会様より
車椅子が寄贈されました

足裏マッサージ機を
寄贈していただきました

相談

寄贈

報告

寄贈

配食サービス やすらぎ音楽サロン 男の料理教室
１月　９日（水） １月２３日（水） １月２８日（月） １月１７日（木）

２月　６日（水） ２月２０日（水） ２月２５日（月） ごろごろボウリング
３月　６日（水） ３月２０日（水） ３月２５日（月） １月１２日（土）

サロン代表者会議  コミュニケーションマージャン研修 ボランティア連絡会
２月２６日（火） ３月　７日（木）

１月１日～３月 31 日の社協予定表

 共同募金義援金

● 川辺篠笛会 様

　… 平成30年北海道胆振東部地震災害義援金  10,000円

● やすらぎの家設置の募金箱

　……… 平成30年7月西日本豪雨災害義援金    3,640円

受付分

9月1日～
11月30日

「川辺町社会福祉協議会」へ

● 匿名 様 ……………吸入器付吸引器  50,000円

● 水野  尊先 様 ……………………… 50,000円

● 福田  きよ子 様 …………………… 10,000円

● ひまわり工房 様 …………………… 10,000円
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情報誌及び各種相談等の連絡先は  川辺町社会福祉協議会　電 話：53-2121 FAX：53-6162 まで

申込方法　 履歴書（写真添付）、有資格者は証明書（写）を郵送もしくは窓口へ提出
申込締切日　 随  時
試  験  日　 随  時（書類選考、適性検査、面接）運転手は、(さらに、実地)
連  絡  先　 〒509-0303　加茂郡川辺町石神128番地
　　　　　 社会福祉法人　川辺町社会福祉協議会　やすらぎの家内　採用担当：嶺川まで
　　　　　 電 話：５３－２１２１　　FAX：５３－６１６２

わたしたちと一緒に働いていただける方を
募集します！一緒に働きましょう！

配食サービスボランティア・配達ボランティアの募集！

❶デイサービスセンター職員（通所介護施設）

１）募集人員…パート　２名
２）応募条件…健康な方、65歳まで
　　※資格のない方は、入職後初任者研修を受講
３）勤務時間…8：30～13：30の間の4時間程度
４）時　　給…850円（資格無）、900円（ヘルパー有）、
　　　　　　　　　1,050円（介護福祉士有）
５）休  日  等…週休2日、日曜、年末年始、特別休暇

❷デイサービスセンター職員（通所介護施設）

１）募集人員…嘱託職員　2名
２）応募条件…健康な方、65歳まで
　　　　　　　ヘルパー2級、介護福祉士
３）勤務時間…8：00～18：00うち8時間
４）給　　与…135,000円、賞与年2回
５）休  日  等…週休2日、日曜、年末年始、特別休暇

❸ヘルパー職員（訪問介護）

１）募集人員…パート　若干名
２）応募条件…健康な方、65歳まで
　　　　　　　ヘルパー2級、介護福祉士
３）勤務時間…8：30～17：30の間の4時間程度
４）時　　給…900円（介護職員初任者研修資格有）、
　　　　　　　　　1,050円（介護福祉士有） ※昇給有
５）休  日  等…週休2日、日曜、年末年始、特別休暇

❺児童クラブ指導員

❹やすらぎの家 管理人

１）募集人員…パート　若干名
２）応募条件…健康な方、65歳まで、保育士、教員、
　　　　　　　児童厚生員のいずれか取得もしくは、
　　　　　　　子どもが好きな方
３）勤務時間…平日14：00～18：00、土曜、長期
　　　　　　　休暇8：00～18：00の内6時間程度
４）時　　給…850円（資格無）、1,000円（資格有）
５）休  日  等…日曜、祝日、年末年始、特別休暇

１）募集人員…管理人　1名
２）業務内容…洗濯及び台所等の清掃
３）勤務時間…土曜、日曜
　　　　　　　8：00～17：00
４）給　　与…71,000円

❻ゆうゆう舎川辺職員（障がい施設生活介護事業所）

１）募集人員…パート　1名
２）応募条件…健康な方、65歳まで
　　※資格のない方は、入職後初任者研修を受講
３）勤務時間…8：30～17：00の間の6時間程度
４）時　　給…850円（資格無）、900円（介護職員初任者研修
　　　　　　　資格有）、1,050円（介護福祉士有）※昇給有
５）休  日  等…週休2日、土曜、日曜、祝日
　　　　　　　年末年始、特別休暇

❼バス運転手（デイサービスセンター送迎）

１）募集人員…若干名
２）応募条件…健康な方、65歳まで
　　　　　　　普通自動車免許以上
３）勤務時間…1日  8：30～9：30と15：30～17：00
４）時　　給…1,500円
５）休  日  等…日曜、年末年始

❽バス運転手（福祉巡回バス、行政バス）

１）募集人員…若干名
２）応募条件…健康な方、65歳まで、①大型第二種自動車免許、
　　　　　　　②大型自動車免許、③中型第二種自動車免許、
　　　　　　　④中型自動車免許（限定解除済であること）
　　　　　　　①、②、③、④いずれかを持つ方
３）勤務時間…希望シフト制
４）時　　給…1,500円
５）休  日  等…年末年始
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　月２回80歳以上のひとり暮らしの方を対象とした配食サービス事業を行っています。お弁当を作
ってくださるボランティアさん、お弁当を配達してくださるボランティアさんを募集します。
●配食ボランティア活動日：第１・３水曜日　13：00～17：00　年２回程度
●配達ボランティア活動日：毎月第３水曜日　16：00～（7・8・9月は17：00～）
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