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福井県大野市社協と
災害ボランティアセンター
相互応援協定を締結しました！
ｐ！
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災害から地域を守る社協

共同募金通信
社協の生活相談のご案内
ふくし通信

社協だよりは赤い羽根共同募金配分金を受け発行しています
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から地域を守る

災

社協

地震、水害、土砂崩れ、日本の各

地では毎年のように大きな災害が発

年には郡上市でも豪雨によ

生しています。

平成

る災害で、市内の一部地域が大きな

被害を受けました。

またいつこのような災害が起こる

かわかりません。

そのような中、郡上市社協では、

地域の減災、防災に向けて、地域の

力がより一層高まるよう、さまざま

な取り組みを行っています。

30

害

福井県大野市社協と災害ボランティアセンター
相互応援協定を締結
福井県大野市社協と災害ボランティ
アセンター相互応援協定を締結しま
した。この協定は、災害が発生した際
にボランティアの受け入れ窓口となる
「災害ボランティアセンター」の運営
体制を強化するとともに、迅速な支援
活動を目指すものです。
郡上市社協は 2015 年にも飛騨圏
域の高山市、飛騨市、下呂市、白川村
とも同じ協定を結んでおり、災害時に
より強固な地域支援体制を、構築するよう努めています。
「災害ボランティアセンター」は災害発生後、市と社協が協議し、社協が設置するまでに数
日かかります。この協定により、経験豊富な職員が増えスムーズな設置や円滑な運営が期待さ
れます。
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防災ボランティア研修会の開催！
防災ボランティアとは
①日頃の減災、防災の啓発
②災害ボランティアセンター運営スタッフ
③被災地での災害ボランティア
などといった災害、防災に関する活動を行う社協の登録
ボランティアです。
昨年登録者への意向調査を行い、さらに充実した活動にな
るよう取り組んでいます！

今年度の研修会では、清流の国ぎふ 防災・減災センター 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜
大学 小山真紀准教授をお招きし、コロナ禍と防災について組織化の必要性を含めお話を聞きました。
参加者からは「自分たちの地域は自分たちで守るという信念のもと、災害時に団結できるよう取り組
んでいきたい」という声を聞くことができました。今後、防災ボランティアの皆さんが情報共有でき
る機会を増やしていきます。

防災ボランティアの組織化とは
それぞれで情報を得て、
それぞれで活動する

防災ボランティア同士が
日頃からつながり連携体制をつくる

災害支援
減災、防災活動

ボランティア同士の情報共有の場が少ない
それぞれの役割を十分に発揮できない

災害支援
減災、防災活動

災害時に団結し、支援活動を行うことができる

新型コロナウイルスの感染が懸念される中での
災害ボランティアには注意が必要です
被災地でのボランティア活動には以下のような恐れがあります。
①被災地域にウイルスを持ち込む
②被災地域からウイルスを持ち帰る
③被災者やボランティア同士の接触により感染を広める
全国社会福祉協議会より指針

広域に幅広くボランティアの参加を呼び掛ける災害ボランティアを行うべきではない

被災地域の方々を中心にボランティアを募集する
独自の判断で被災した地域に入ることは感染の拡大にもつながりかねません。
被災地域の災害ボランティアセンターの情報を必ず確認してください。

〈全国社会福祉協議会 HP(https://www.shakyo.or.jp) より確認できます〉
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共同募金

通信

赤 い羽 根共同募金に
根共同募金にご協力をお願いしま
ご協力をお願いします
す
今年も全国一斉に１０月 1 日から１２月３１日まで赤い羽根共同募
金運動を実施します。
共同募金は、地域ごとの使いみちや集める額を事前に定めて、募
金を募る「計画募金」です。郡上市では下記の事業を行うために１
世帯あたりの目安額を定めて募金を募っています。
募金は強制的なものではございませんが、趣旨をご理解いただき、
皆さまのあたたかいご協力を心からお願い申し上げます。

ご協力いただく募金の使いみち

※令和３年度実施予定 （令和２年度申請分）

○社会福祉施設など臨時費配分（２,０４３,０００円）
①ぶなの木学園
• 授産製品製造用電解水生成器購入事業
②障がい福祉サービス事業所みずほ園
• 作業訓練環境整備に関わる交流室の床改築
③郡上市社会福祉協議会
• 地域福祉活動軽車両（赤い羽根号）の新規購入事業

▲社協だより郡上の発行

○住民全般を対象とした事業（４,１１５,０００円）
①住民や団体への活動支援
地区社協活動推進事業、ボランティア活動推進事業
ふれあい・いきいきサロン支援事業
②情報の提供
「社協だより郡上」の発行、ホームページの運用
③その他
無料法律相談の実施、車いすの乗車可能な軽車両の貸与

▲ふれあい・いきいきサロン支援事業

○幼稚園児・保育園児・小中高生を対象とした事業（１,６８５,０００円）
福祉推進校、幼稚園、保育園への助成
夏福祉体験事業の実施
募金方法
○世帯募金 → 各世帯、自治会（地区）ごとに取りまとめていただいています。
※目安金額として１世帯７００円（赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金）
○街頭募金 → 地域で行われるふるさと祭りなどで募金を呼びかけています。
○職域募金 → 市役所や社会福祉協議会事業所、受配施設などにてご協力いただいています。
○募金箱
→ 市役所や公共施設、協力店等に募金箱を設置しています。

《お知らせ》
共同募金会郡上市支会では、
「 令和２年７月豪雨災害」の義援
金の受付をしています。皆さまの
あたたかいご支援ご協 力をお願
いいたします。
詳しくは、共同募金会郡上市支会
までお問い合わせください。
☎88－9888 ㈹

現在募集中の義援金
名

称

募

集

期

間

平成28年熊本地震義援金

令和３年 ３月 31 日（火）まで

平成30年７月豪雨災害義援金
広島県・愛媛県・岡山県

令和３年 ６月 30 日（水）まで

令和元年台風第19号災害義援金
宮城県・福島県・長野県・（中央）

令和３年 ３月 31 日（火）まで

令和２年７月豪雨災害義援金
岐阜県・島根県・長野県
熊本県・鹿児島県・佐賀県・山形県
福岡県

令和２年 ９月 30 日（水）まで
令和２年 12 月 28 日（月）まで
令和２年 12 月 30 日（水）まで
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ひとりで悩まず、いっしょに考えませんか

社協の

生 活 相 談

のご案内

家計のこと、仕事のことなど、生活の中のさまざまな相談をお受
けし、問題解決のお手伝いをします。
一緒に困りごとを整理し、今の暮らしが少しでも良くなるようサ
ポートします。（相談は無料・秘密は堅く守ります。）

自立相談支援

就労相談支援

家計相談支援

お金のことや、仕事の
ことで困りごとを抱え
ている方の相談をお受
けします。

仕事をした経験が無い
方などが、仕事ができ
るための知識や能力を
身につけられるよう支
援します。

家計管理のアドバイス
や、家計状況を把握で
きるよう支援をします。

税金や公共料金
が支払えない

家計のやりくりが
うまくいかない

病気で働けなく
なった

仕事をしたいが
働いたことがない

くらしの中の困りごと、

お気軽にご相談ください。

ふくし相談支援センター
郡上市社協 地域福祉課 相談支援係

☎ ８８－９９８８㈹

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、
生活資金でお悩みの皆さまへ

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金貸付制度の特例措置は、

受付期間が令和２年９月末日までとなっています。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収で生活資金にお困りの方は、お早
めに「ふくし相談支援センター」までご相談ください。
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通信
福祉推進校事業 with コロナ

～郡上高等学校～

郡上市社協では福祉推進校事業として小学校、中学校、高等学校、特別支援学校での福祉学習を
支援しています。しかし今年度は新型コロナウイルス感染拡大により、福祉施設との交流が制限さ
れるなど、例年と同じように生徒が福祉学習を行えなくなっています。そんな中、郡上高等学校が
「会わない交流」として行った活動を紹介します。

郡上高等学校 総合学科 3 年生： レクリエーション材料の提供
生徒たちが七夕飾りを途中まで作り、郡上市八幡デイ
サービスセンターへメッセージと写真をプレゼント。仕上
げをデイサービスセンターの利用者の皆さんに行ってもら
うことで会わなくてもできる交流を行いました。

▼郡上高等学校生徒の皆さん

▲利用者の皆さんも
楽しんで作りました

・
担当の先生より・・・
ができないですが、作
る事
関わ
って
実際に会
し
いか、どうやったら楽
品を作る際、難しくな
け取り手のことを
んでもらえるかなど受
組む姿が見えました。
考え、想像しながら取り
役に立てたことが生
小さな活動ですが、お
地域とのつながりを感
徒たちの喜びであり、
。
じる時間となりました

高鷲デイサービスセンター

手作りマスク、巾着袋の寄付をいただきました
高鷲で活動をされているボランティア団体ひまわり会から、高鷲デイサービ
スセンターに手作りマスクと巾着袋を７２セットいただきました。
ひまわり会は、毎月２回高鷲デイサービスセンターで、利用者の方々
に対し喫茶サービスを提供されています。しかし新型コロナウイルス感
染症の影響により活動を自粛「 今できることはないか 」と、メンバーの
皆さんで昔の着物を利用しマスクと巾着袋を作り、寄付いただきました。
いただいたマスクと巾着袋はセットで袋詰めした上に「元気ですか？
ひまわり会」のメッセージが貼ってあり、利用者の方々も
大変喜ばれました。

▲

寄付をいただいたひまわり会の皆さんと
デイサービスセンター職員
6

東部デイサービスセンター

夏祭りを開催しました
地域でお祭りなどの行事が中止になって行く中、少しでも季節の行事を楽しんでいただくため、
東部デイサービスセンターにて夏祭りを開催しました。
デイサービス内には提灯を飾り、レクリエーションの時間には射的や輪投げ、金魚すくいを行い
ました。景品や金魚もすべて職員の手作り。１ヶ月以上前からコツコツと準備をしました。さらに
帰りには、自分でとったお花がついた箱と金魚をプレゼント。
普段とは違う賑やかな雰囲気に利用者さんもにっこり、笑顔が見られ楽しい時間となりました。

金魚すくい

◀

カラフルな
金魚たち

輪なげ

射的ゲーム

ねんりんピック岐阜2021応援作品を作りました！
来年岐阜で開催される「ねんりんピック岐阜２０２１」を盛り上げるため、白鳥北部デイサービス
センターと明宝デイサービスセンターにて、それぞれペーパーロールアートと貼り絵でミナモちゃん
のイラストを作りました！

センター作品
ス
ビ
ー
サ
イ
デ
部
北
鳥
白
◀巻いた紙を一つ一つ
詰めて貼りました

センター作品
明宝デイサービス

▼色紙を細かくちぎって
貼りました

９月末まで白鳥ふれあい創造館に
て掲示中
その後郡上市内公共施設を回る予定

郡上市役所本庁２階
エレベーターホールに掲示中

作品のモチーフは、郡上市で開催される予定の「民踊」と「ラグビーフットボール」です。開催が来
年に延期になってしまいましたが、よりいっそう気持ちを盛り上げ、みんなで応援しましょう。

私たちは地域福祉を応援しています
住まいの直したい事の相談所
てすりの取付け

段差の解消

家具の固定

即日対応電話：０９０－７０４３－２４２１

（有）ユーアイホーム
担当者 蒲
郡上市和良町野尻 172
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社協だよりで
会社・施設を PR し
て
1 枠あたり 5,000 円

みませんか？

（本会賛助会員様は 3,000 円）

《お問い合わせ》郡上市社協 地域福祉課
☎ ８８－９９８８（代）

1 1 月 17 日 （火）
白鳥ふれあい創造館
白鳥町白鳥 359-26

郡上市総合文化センター

9 月 15 日 （火）

10 月 20 日 （火）

明宝二間手 532

八幡町島谷 207-1

明宝コミュニティセンター

開設時間 ： 第３火曜日 １３：００～１７：００
相 談 員 ： 弁護士
（相談時間１人 30 分）

要予約

無料法律相談

心あたたまるご寄 付

五〇，〇〇〇円

重伸 様（白鳥町）

■地域福祉事業のために
金子
明治安田生命

鉱子 様（和良町）

四一七，一〇〇円

保険相互会社 様（八幡町）

一柳

陽登美 様（明宝）

手作りマスク一〇〇枚
細川

プラスチック製透明マスク二〇個
レトルト包装・米飯二〇〇個

有限会社エヌシーアイ 様（和良町）

土のう袋一，〇〇〇枚

匿名 様（八幡町）
使用済みタオル一〇〇枚
匿名 様（大和町）
消毒用アルコールコットン一五箱
消毒液六本

非接触型体温計五台

博 様（高鷲町）

■社協事業所のために
水口

代表取締役

石原

晴雄 様

株式会社たかすファーマーズ
（高鷲町）
牛乳二〇〇㎖ 五〇〇本

（八月十四日現在）

素麺九㎏

森美屋商店 様（高鷲町）

使用済みバスタオル一〇枚

湯星館 様（明宝）

使用済みタオル一〇〇枚

ひまわり会 様（高鷲町）

ガーゼマスク一三枚

手作りマスク・巾着袋七二セット

高鷲分団 様（高鷲町）

郡上市地区赤十字奉仕団

手作りマスク一四枚

匿名 様（美並町）

二〇，〇〇〇円

紙おむつ一袋

匿名 様（美並町） 		
一〇，〇〇〇円

紙パンツ二袋

尿取りパット二袋

手作りマスク七二枚

匿名 様（大阪府）

手作りマスク二五枚

匿名 様（白鳥町）

使い捨てマスク一五〇枚

匿名 様（大和町）

とろみ材一袋

手作りマスク三三〇枚

幸子 様（美並町）

早苗 様・和田 恵美子 様・

■美並地区社協のために

下條

和田

皆さまより尊い
ご寄付をいただき
心より感 謝申し上げます

事務局： 〒501－4607 郡上市大和町徳永 585 郡上市役所大和庁舎２階
ＴＥＬ ０５７５－８８－９９８８（代） ＦＡＸ ０５７５－８８－３３１５
Email shakyo.gujo@smile.ocn.ne.jp
ホームページ https://www.gujo-syakyo.or.jp/

郡上市社協

☎ 88ｰ9988（代）

インスタ

中止 のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から中止とさせていただきます。

相 談 日 時 ： 月曜日～金曜日 ９：００～１７：００（随時受付）
相 談 員 ： 社協職員
※秘密は堅く守られます

「家計のやりくり」「仕事探し」など生活の中の様々な相
談を受け、暮らしが少しでもよくなるよう支援します。

生 活 相 談
支援センター

グラム
アカウント名：社会福祉法人 郡上市社会福祉協議会
ID ：＠gujoshakyo88

i
n

日常生活での困りごとや、どんな些細な心配ごとも
解決に向けお手伝いをします。

心配ごと相談
ふくし相 談

はじめました …
スマートフォンアプリ
「 インスタグラム」
内の検索画面で下記の
アカウント名もしくは
I Dで検索！

郡上市社協
福祉 フ ェ ス ティバル
２０２０
わら

検索方法

社協ホームページ QR

郡上市社会福祉協議会

社会福祉法人

是非フォロー
！！
いい
ささ
下だ
してみてく

