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『 福祉体験を行いました』
令和２年11月17日、川辺北小学校で車いす体験と高齢者疑似体験を実施しました。参加した児童から
は、「重くて動きにくい」「見えにくいし聞こえにくい」などの感想がありました。高齢者や障がい者の
貴重な体験ができました。
また、11月24日、川辺東小学校でパラスポーツ体験を実施しました。楽しみながら障がい者のことを
知るとともに、パラスポーツへの関心を持っていただくことができました。
この２つの体験を通じて、今後の川辺町の福祉を担う若い世代に福祉の心が育まれることを願っています。
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社 協 だ よ り

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

令和 3 年の新年を迎え、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。
令和 2 年は新型コロナウイルスの流行という未曽有の国難に見舞われ、各学校は長い期間休みとな
り、町主催の行事、こども園、各団体、自治会の行事が中止となりました。川辺町社会福祉協議会も
敬老会をはじめ多くの事業が中止を余儀なくされました。台風や地震による自然災害に加え、新型コ
ロナウイルスという目に見えない脅威にさらされ、川辺町民の皆様も大変な苦労を強いられていると
存じます。
住民の皆様には、コロナ禍の苦しい状況にも関わらず、川辺町社会福祉協議会の会費、赤い羽根共
同募金へ大変多くのご協力を賜りました。また、ボランティアの皆様には、配食サービスや見守り活
動等へのご協力をいただき、誠にありがとうございました。令和 3 年も、皆様の温かいお気持ちを受
け、新型コロナ対策を徹底しながら出来得る限りの事業を実施してまいりたいと存じます。
本会は、地域福祉活動計画の基本理念であります「話そう！！未来のために～みんな笑顔で元気な
川辺のまちづくり～」をもとに、地域の皆様、関係者および団体と連携を図りながら地域福祉活動に
取り組む所存です。距離を取らなければなりませんが、心の距離は近くありたいと存じます。皆様の
変わらぬご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
年頭にあたり、皆様のご健康とご多幸を祈念するとともに、新型コロナウイルスが一日でも早く終
息し、安心してあたりまえの毎日が過ごせるようになることを心からお祈り申し上げ、ご挨拶といた
します。

令和２年度

岐阜県社会福祉協議会 会長表彰
令和２年度 岐阜県共同募金会 会長表彰

令和 2 年度は岐阜県社会福祉大会が中止となりました。県内の福祉従事者への表彰は賞状の郵送と
いう形で行われ、川辺町からは共同募金会から 1 分会、岐阜県社会福祉協議会から 5 名が表彰されま
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

【社会福祉協議会役員】

加藤 孝明（副会長）、日下部 洋治（理事）、
佐伯 五生（理事）、佐伯 敏充（理事）
【社会福祉協議会職員】 渡辺 公美（いきいきデイサービスセンター川辺）

岐阜県共同募金会
【優良支会・分会】

会長表彰
川辺町分会
（順不同・敬称略）
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＜令和 2 年度＞ 福祉委員の皆さんをご紹介します
福祉委員とはどんな活動をする人でしょう
身近な地域における住民同士の支え合い、助け合い活動の
推進者です。敬老会の出欠確認を兼ねて、地域の方の安否確
認や敬老会の実施などに協力いただいております。そのほか、
近所で困っている方などの情報を民生児童委員さんや社協へ
伝えていただくことが役割です。
身近にあるさまざまな要因により、地域でのつながりが希薄化し、地域住民同士の「つなが
り」や「支え合い・助け合い」が重要視されています。社協は、住民や関係機関と一緒に誰も
が安心して暮らせるまちづくりを目指すため、地域福祉の推進を使命とする民間の福祉団体で
す。しかし、社協だけでは限界があります。地域、向こう三軒両隣という近さでしかみえない
さまざまな問題を発見するために福祉委員は欠かせない存在となっています。
＜敬称略＞

上川辺

石 神

佐伯 朝子、中村 信子、早川 悦子、桑畑 みゆき、
平岡 美香、長島 勝子、鈴木 理恵、加藤 照子、
坪内 絹代、加藤 立子

永井 美加子、神谷 美恵子、平岡 光代、
古田 智恵子、棗 ルリ子、渡邉 久美子、
櫻井 信子、櫻井 まゆみ

中川辺
右田 良子、加藤 紀子、渡辺 みち子、加藤 由美、山口 八千子、蟹江 泰子、水野 万希子、
遠藤 日女美、佐伯 砂登子、井戸 美佐子、三品 由美子、古田 武夫、石橋 恭子、井澤 つや子、
遠藤 恵里子、山口 文江、小栗 知恵子、渡辺 富美子、西垣 久子

西栃井

下川辺

湯浅 純子、星野 郁子、堀江 文子、日下部 律子、
清水 和枝、田原 浩子、岡本 明美、田原 恵子、
田原 美由紀、田原 芳子、羽賀 八重子

今井 富貴子、桜井 公子、有本 美里、
奥村 てるみ、渡辺 友子、堀部 美千子、
木下 百子、鈴木 和子

鹿 塩

下飯田

福 島

井戸 みどり、加藤 とめ子、
木澤 かおり、井戸 裕加里

石井 千里、村上 康子

井上 美千代、長谷川 民子、佐伯知代、
田中 その、山田 真理子、加藤 洋子

比久見
加藤 敦美、安田 満江、安田 美子、高井 都志子、可児 久美子、牧田 晴子、野尻 万里子、
加藤 和子、横山 惠子、寺田 島子、神田 美代子、山口 茂子

下吉田

下麻生

加藤 美代子、馬場 君代、河合 美代志、
大岩 陽子、赤坂 てる子、水戸 さとみ

牧田 富貴子、岡部 直子、平岡 常子、藤掛 富夫、
長沼 久仁子、丹羽 はるみ、井戸 隆明、木下 幸恵

〇福祉委員をやっていただける方は、社協（☎０５７４－５３－２１２１）までご連絡ください。
あなたと社協のつながりをお待ちしております。

4

社 協 だ よ り

テレビで敬老会報告 ＜CCネットで川辺町社協が特集されました＞
本来であれば、令和２年９月７日～11日に敬老会が行われておりましたが、新型コロ
ナの感染拡大防止のため中止となりました。そこで、
「キャッチかわべ」の中で、川辺町
社協副会長、町長のメッセージ、町内こども園の園児の発表やお手紙など、川辺町敬老会
に関する話題を放送させていただきました。
また、放送の司会を川辺町社協の福祉委員と司会ボラン
ティアにお願いし、番組を盛り上げていただきました。

災害ボランティアセンターの
設置等に関する協定が
締結されました
令和２年10月５日（月）、川辺町役場にお
いて、「災害ボランティアセンターの設置等
に関する協定」が川辺町と川辺町社会福祉協
議会の間で締結されました。災害発生時に災
害ボランティアセンターの設置・運営等がス
ムーズに行われるための大切な協定です。

社 協 だ よ り

赤い羽根ニュース
配食サービス弁当再開の報告
新型コロナウイルスの影響で一時中止していた配食サービ
スを、お茶やお菓子等を持参して一声おかけする運動にかえて
行っていました。令和 2 年 10 月 7 日からは、民生児童委員、
配達ボランティア、川辺町仕出し組合のご協力により、お弁当
の配食を再開することができました。お弁当を受け取られた
方々は「やっぱり弁当がいいね」と喜んでいただけました。

友友会 代替え訪問の報告
令和 2 年 11 月 10 日（火）
、一人暮らし高齢者の
集い『友友会』を開催する予定でしたが、新型コロ
ナウイルスの感染拡大防止のため、中止しました。
そこで、配食・配達ボランティアのご協力により、
令和 2 年 11 月 9 日～ 13 日の間で、一人暮らし高
齢者宅を訪問していただきました。一人暮らしの方
は皆さんお元気に笑顔で対応してくださり、
「来年は
友友会ができるといいね」と話してくださいました。
また、ご協力いただいたボランティアからは「元
気な姿を見て安心しました」「自分が逆に力をもらった」などのお言葉をいただき、ボランティ
アと地域の方々とのつながりを感じました。訪問の際には、
「コロナに負けないように」とボラ
ンティアが作ってくださった手作りマスクを一緒に渡しました。

街頭募金の報告
ふれあい祭りが新型コロナウイルスの影響で中止
となったため、令和 2 年 11 月 15 日（日）
、ピアゴ川
辺店のご協力で、歳末助け合い街頭募金を行いまし
た。今回、中部学院大学学生 3 名が、募金活動に参
加してくれました。多くの方が足を止めてくださり、
16,742 円の募金が集まりました。
みなさまの温かいお気持ちありがとうございました。
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１月１日〜 3 月 31 日の社協予定表

やすらぎの家休館のお知らせ

やすらぎ音楽サロン
中止のお知らせ

配食サービス

１月 ６日
（水）１月２０日
（水） やすらぎの家休館に伴い、１月と２
２月 ３日
（水） ２月１７日
（水） 月の音楽サロンは中止とします。

次回は、３月２２日（月）に開催し

～各種相談事業日程～

心の悩み、軽くします
◉無料法律相談◉

１月15日～2月28日の空調設備工
事によるやすらぎの家休館に伴い、
2月10日（水）の「無料法律相談」開
催場所を変更します。場所は川辺町
役場3階第2会議室です。詳しくは、
ご予約の際にご確認ください。
「身障知的相談」は2月9日
（火）
から
3月9日
（火）
に日程を変更します。

2021.1

相談

No,108

３月 ３日
（水） ３月１７日
（水） ます。

１月１５日～２月２８日まで、空
調設備工事のため、やすらぎの
家を休館とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解のほどよろしくお願いい
たします。

月 日（曜日）

＊予約は１ヶ月前から受け付けいたします

相

談

員

2月10日
（水） 武藤 玲央奈 弁護士

場

所

川辺町役場
第２会議室

相談時間：午後１時から４時まで

◉身障知的相談◉

＊予約不要です

月 日（曜日）
相 談 員
場 所
3月9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

秘密厳守、無料ですのでお気軽にご相談ください

寄贈 ライオンズクラブ国際協会

334-Ｂ地区第２リジョン 第2ゾーン
（可児・美濃加茂・八百津・美濃白川・川辺
ライオンズクラブ）様より
スカイガード（スカイウェルのパーテーション）と事務用
ラックを寄贈していただきました。

「川辺町社会福祉協議会」へ

「ゆうゆう舎川辺」へ

ユニー株式会社“小さな善意で大きな愛の輪”運動
ピアゴ川辺店 店長 熊澤満範 様

3,622円

白扇酒造株式会社 様
… ……………… 殺菌用アルコール500ml 24本
● 匿名 様 ………… 不織布マスク 1箱
（50枚入り）
● 匿名 様 	���������� タオル 14枚
● 匿名 様 	����� テレフォンカード 2枚
● 匿名 様 	����������� 下着 8枚
●

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

●
●

受付分

匿名 様 	������ かき氷器 1台
匿名 様 	��������� 40,000円

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。
電 話：53-2121 FAX：53-6162 まで

川辺 町社会 福祉協議会
電話：53-2121 FAX：53-6162

●

6月1日～
11月30日

連絡先

善意のご寄付ありがとうございます （順不同・敬称略）

