
あたたかい善意のこころ
　みなさまよりお寄せいただきました「あたたかい善
意のこころ」は、地域福祉事業に役立てさせていただ
きます。(１０月１８日～１２月１５日)
●匿名 ………………………… 金　14,000円　
●匿名 ………………………… りんご　12個
●匿名 ………………………… もち米　11升

★財源確保のため広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは直接広告主へお願いします
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（058）387-5332 
（058）387-5134

第193号 
令和4年1月1日 

〒501-6063 
岐阜県羽島郡笠松町長池408-1 
TEL 
FAX 
E-mail：kasafuku@ccn5.aitai.ne.jp 
https://userweb.alles.or.jp/kasafuku/

★財源確保のため広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは直接広告主へお願いします。 

匿名 金　14,000円 
匿名 お米　15kg 
匿名 そうめん・洗剤 
匿名 そうめん 

　皆さまよりお寄せいただきました
「あたたかい善意の心」は、地域福
祉事業に役立てさせていただきます。 
（10月12日～12月13日） 

車いすバスケットボールチーム「岐阜SHINE」の方と体験しました 

講師の池戸さん（左）と那須さん（右） 

◆ 
◆ 
◆ 
◆ 
◆ 
◆ 
◆ 

福祉キャラバン事業 
会長新年あいさつ、令和3年度表彰など 
行事だより 
ボランティア情報など 
地域包括支援センターだより 
共同募金報告など 
介護予防リーダー養成講座のご案内 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 
・・・ 2 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

・・・・・・・・・・・・・・・ 5 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6、7 

・・・・・・ 8

お米の寄付をお願いします 

介護予防リーダー養成講座のご案内 
　介護予防に関する知識や、体操の方法を地域の皆さんに広めていただける方、皆が気軽に集まれる場
づくりや、リーダーとなって地域を元気にしてくださる方、ぜひご参加ください。一緒に学び、介護予防
活動を広めましょう。 

場　　所：福祉健康センター（長池408-1）　　定　　員：15人（先着順） 
申込方法：地域包括支援センターまでお電話（388-7133）ください。 
※修了式を除く6日間のうち、5日以上参加された方には修了書と介護予防リーダーのポロシャツをお
渡しします。 
※コグニサイズ：国立長寿医療研究センターが開発した運動と認知課題を組み合わせた、認知症予防を
目的とした取り組みの総称です。 

　笠松町社会福祉協議会では、県社会福祉協議会と生活 
困窮者への支援事業として、食糧支援を実施しています。 
　現在、提供する食品のうち「お米」が不足しています。お米の種類、
状態については下記のとおりです。みなさまのご協力をお願いします。 
お米の種類・状態など 
・一般的に主食として用いる「うるち米」であれば品種は特に問いま
せん 
・玄米の状態　※精米の場合は原則6ヶ月以内に限ります 
・収穫した年から3年以内でお願いします 
　ご寄付いただける量や収集方法など、詳細は本会（蕁387-5332担
当：栗本）へお問い合わせください。 

障がい者（児）ふれあいもちつき会　中止のお知らせ 
毎年1月に開催しております「障がい者（児）のもちつき会」は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止します。 

日にち 

開講式 

2回目 

3回目 

4回目 

5回目 

6回目 

修了式 

1月24日（月） 

1月28日（金） 

2月2日（水） 

2月16日（水） 

2月18日（金） 

2月21日（月） 

3月2日（水） 

時　間 

13時30分から15時00分 

13時30分から15時30分 

13時30分から15時00分 

10時00分から11時30分 

13時30分から15時00分 

内　　容 
開講式 
講義「運動器について」 
実技「笠松体操」の習得① 
講義「内科系疾患について」 
実技「心肺蘇生法とAED」 
講義「栄養について」 
実技「コグニサイズ」の習得① 
実技「笠松体操」の習得② 
講義「認知症について」 
実技「コグニサイズ」の習得② 
全体のふり返り・修了式 

紙面の関係上、編集後記は掲載しておりません。 

社会福祉協議会では、だれもが安心して暮らせる「福祉のまちづ
くり」を目指して、各種地域福祉事業をより一層推進してまいり
ますので、皆さまのご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。 

謹賀新年 
お健やかに 

新年をお迎えのことと 

お慶び申し上げます 

「福祉キャラバン事業」 
松枝小学校で車いすバスケの体験 
（詳細は3ページ） 

シ ャ イ ン  

第199号
令和5年1月1日

〒501-6063
岐阜県羽島郡笠松町長池408-1
TEL (058)387-5332
FAX (058)387-5134
E-mail：kasafuku@ccn5.aitai.ne.jp
https://userweb.alles.or.jp/kasafuku/

　療育手帳をお持ちの方、ご家族などを対象に、地域住民やボランティアと一緒にふれあうことを目的に
「ふれあい交流会」を開催します。

日　時　１月７日(土)午前９時３０分～１２時　(小雨決行）
場　所　笠松中央公民館
内　容　レクリエーション・八幡神社へウォーキング
参加費　無料
申込み　笠松町心身障害者小規模授産所へ電話(３８７－２４６９）にて、
　　　　１月５日(木)までに申込みください。
その他　コロナの状況により申込み人数の制限、中止する場合もあります。
※毎年1月に開催の「障がい者(児)ふれあいもちつき会」を新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「ふ
れあい交流会」に変更しております。

　あけましておめでとうございます。旧年中は誠にありが
とうございました。本年も皆さまに「福祉のかさまつ社
協」をお読みいただけるよう、そして町民の皆さまと一緒
に、笠松町が笑顔溢れるあたたかい町になるよう、より一
層精進して参りますのでよろしくお願い申し上げます。
　今年は卯年ですね。以前うさぎを飼っていたのですが、
よく食べよく走り回る子でした。私も見習って”ピョンピョ
ン”と飛躍する一年にしたいと思います(^_^)

編 集 後 記

バザーや野菜の販売も行いました

●ないす♡はぁ～との会...................................１
●会長新年あいさつ、行事だより など............２
●福祉メッセージ作品発表...............................３
●ボランティア情報 など..................................４
●地域包括支援センターだより........................５
●共同募金報告 ...........................................６、７
●ふれあい交流会のお知らせ など...................８

目 次

社会福祉協議会では、だれもが安心して暮らせる「福祉のまちづ
くり」を目指して、各種地域福祉事業をより一層推進してまいりま
すので、皆さまのご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。

謹賀新年
お健やかに

新年をお迎えのことと
お慶び申し上げます

～地域福祉の向上にご尽力いただいた方々の紹介～
地域福祉への功績が称えられ、下記の方々が受賞されました。おめでとうございます。

 (順不同・敬称略)　　　
  岐阜県社会福祉協議会会長表彰
◇民生委員児童委員　　安達 すえ子、奥田 豊子
◇社会福祉施設職員　　高井 美波、松永 里美、小林 真之、小川 貴美子
 加藤 さおり、河合 要子、坂口 典子
 
  町社会福祉協議会会長表彰
◇社会福祉施設職員　　高橋 和哉、渡辺 ひろみ、宮川 庸子
◇社会福祉協議会役員　伊藤 隆郎　他１名

利用者の素敵なマジックショー

ないす♥はぁ～との会 開催しました！（詳細は4ページ）　　
笠松町心身障害者小規模授産所

障がい児者「ふれあい交流会」開催

18 かさまつ社協かさまつ社協 古紙含有率70％の再生紙を使用しています。



優秀賞

　私は自転車に乗っていて、車の方が待っているとき、一礼をします。そうすることで、車の方に少しでも感謝
が伝わって、おたがい良い気持ちで運転できると思ったからです。ゆくゆくは、事故も減ったらいいなと思います。

『言葉じゃなくても伝わる気持ち』　　　　  笠松中学校１年　安田  有寿

　私は、目の障害をもってる人に信号待ちで会いま
した。最初は「他人」と思ってしゃべっていましたが、
障害の人だと気づいた時、「危ないからはしっこに」
と言ったら「ありがとう」と言われ「小さなことで
も何倍もうれしいこと」なんだ

『何倍もうれしいこと』
　　　　 笠松中学校2年　藤井  成実

　私は、地域で久しぶりに会ったおばあさんに挨拶
をしました。すると、「前は小さかったのに、大きくなっ
たんだね。」と声をかけられました。地域の方が、
自分の成長を見守ってくれていると実感し、嬉しく
思いました。

『地域の方の見守り』
　　　笠松中学校3年　篠田  百合愛

大賞

優秀賞

あり   す

ゆ　 り    あなる　み

優秀賞

32 かさまつ社協かさまつ社協

すべての事業はコロナウイルス
感染防止対策のうえ実施しております

ふくし体験教室
　１１月５日(土)に笠松中央公民館でふくし体験教室「車いすで町に出よう！
～まちの中のバリア～」を開催し、小・中学生１０人が参加しました。ペア
になり車いすの介助をし合いながらまちの中にはどんなバリアがあるだろう？
という視点で探索しました。郵便ポストやＡＴＭで車いすに乗ったまま届くか
の体験をしたり、ドラッグユタカでは実際に店内で買い物をしたりしました。
　参加者は「段差や隙間に車いすのタイヤが挟まって大変だった。スロープ
がある所は安心。」「図書館やお店の上の方の物が届かなかった。」「お店の
人や周りの人が優しくしてくれた。」などお互いの意見を出し合い、車いす体
験マップを作成しました。町内のバリアフリーを学びながら、助け合いの大
切さを感じることができました。

　日頃感じる「福祉」への想いを１００字に込めた「福祉メッセージ」を募集したところ、町内の小学校高学年、
中学生より６６１点の作品が寄せられました。どの作品もすばらしく優劣がつけがたいのですが、その中でも特に
多くの人に福祉の心を伝える作品を選考し表彰しました。大賞・優秀賞に入賞された皆さんの氏名、作品をご紹
介します。（原文のまま・敬称略）

　おじいちゃんのたん生日の時、手紙を書きました。カタカナが読めなかったので、次からはひらがなだけで書
こうと思います。一日でも長くひらがなを覚えていてほしいです。

　毎日の地道な活動が、人々の心に深く入り込んでいることに感動しました。
　笠松町社会福祉協議会では、町内の全小中学校の児童生徒に「福祉メッセージ」を募

集しています。福祉に関する自分自身の思いや出来事を１００字程度にまとめるものですが、
今年も６６１点の応募がありました。心情が表れているものが多く、その人の福祉の心が伝わってきます。
　最近は、登下校の見守りの人々に対する感謝のメッセージが多いのが特筆すべきことです。
　「雨が降っていても、雪が降っていてもどんな日でも私たちのために･･･」「学校がいやになっていた時期
なのでおはようのひとことが元気に･･･」「学校の楽しかったことを最後まで聞いてくれて･･･」「笑顔で挨拶
してくださって元気をもらっています」「大きくなったねと声をかけられ、地域の方が中学生になった自分の
成長を見守ってくれて･･･」等々、日常的な子どもたちとのふれあいの中で、大人たちの温かさが子どもた
ちにも伝わっています。
　また、高齢者や障がい者への心配りのメッセージも多くありました。
　「おばあちゃんは手術をして少し歩けるが、かんぺきではありません。ですが、会うときは笑顔いっぱい･･･」
「ひいおばあちゃんはとてもやさしいです。勉強を教えてくれたり遊んでくれたり、もう９０才になりました」
等、実際にふれあいがあります。また、「目の障がいを持っている人に信号待ちで会いました。障がいの
ある人と気づき･･･ありがとうと言われ」「補聴器をつけた女性を見かけた。一緒にいた男性は口元の見え
る透明のマスクを着けていた。思いやりの心でつながっている」等々、障がい者への心配りが行動化され
てきています。　
　本年も、笠松町内地域ぐるみで福祉の心がますます育っていく一年でありたいと願っています。

ボランティアグループＫｉｎｄ活動報告
　１１月１９日(土)ボランティアグループＫｉｎｄのメンバー１０人が集まり、町
内のひとり暮らし高齢者の方に向けて年賀状を作成しました。来年の干支で
ある「うさぎ」の絵を描いたりスタンプを押したりと、心を込めて作成しまし
た。また、１２月１０日(土)に予定していたひとり暮らし高齢者の方を招いての
クリスマス会はコロナの感染状況により中止になりましたが、代わりに参加
申込みのあった方へメンバーみんなでプレゼントを作成しお届けしました。
　その他にも大学生以上のメンバーは、１０月２３日(日)はリバーサイドカーニ
バル会場内で赤い羽根共同募金の街頭募金活動、１１月１９日(土)は、「ない
す♡はぁ～との会」でのバザーや野菜販売のお手伝いを行いました。

みんなで「車いす体験マップ」を作成中

飛び出るクリスマスカードをプレゼント

※ふくし体験教室は、小学5年生から中学3年生を対象に、6月～12月の期間に
　さまざまな福祉について学ぶ教室です。

※Ｋｉｎｄは、ふくし体験教室を修了した小学生から社会人まで
　のメンバーで構成されているボランティアグループです。

新年明けましておめでとうございます
笠松町社会福祉協議会 会長　古澤 哲男

福祉メッセージ  大賞・優秀賞作品発表 赤い羽根共同募金配分事業

福祉メッセージ入賞者が決まりました

小学校・高学年の部

中学生の部

『ちほうのおじいちゃんに手紙をかいた』　   笠松小学校５年　山田  大翔　

　お父さん、仕事をがんばってくれてありがとう。お
母さん、生んでくれて、仕事をがんばってくれてあり
がとう。お兄ちゃん、最近一緒に遊んでくれてあり
がとう。弟、一緒にいてくれてありがとう。家族み
んな大好きです。

『家族に「ありがとう」』
　　　　松枝小学校５年　加藤  風羽

　「ありがとう」と言われると、心がフワァと温まる。
友達や家族、学校の先生など、だれに言われてもう
れしい、まほうの言葉。だから、私もうれしかったり、
助けられたりしたときに、「ありがとう」と言える人
になりたい。

『「ありがとう」』
　    下羽栗小学校６年　石黒  かのこ

区　分
大　賞

優秀賞

小学校高学年の部 中学校の部
笠松小学校5年　　山田  大翔
松枝小学校5年　　加藤  風羽
下羽栗小学校6年　石黒  かのこ

笠松中学校1年　　安田  有寿
笠松中学校2年　　藤井  成実
笠松中学校3年　　篠田  百合愛

大賞

優秀賞

ひろ   と

ふ　 う



優秀賞

　私は自転車に乗っていて、車の方が待っているとき、一礼をします。そうすることで、車の方に少しでも感謝
が伝わって、おたがい良い気持ちで運転できると思ったからです。ゆくゆくは、事故も減ったらいいなと思います。

『言葉じゃなくても伝わる気持ち』　　　　  笠松中学校１年　安田  有寿

　私は、目の障害をもってる人に信号待ちで会いま
した。最初は「他人」と思ってしゃべっていましたが、
障害の人だと気づいた時、「危ないからはしっこに」
と言ったら「ありがとう」と言われ「小さなことで
も何倍もうれしいこと」なんだ

『何倍もうれしいこと』
　　　　 笠松中学校2年　藤井  成実

　私は、地域で久しぶりに会ったおばあさんに挨拶
をしました。すると、「前は小さかったのに、大きくなっ
たんだね。」と声をかけられました。地域の方が、
自分の成長を見守ってくれていると実感し、嬉しく
思いました。

『地域の方の見守り』
　　　笠松中学校3年　篠田  百合愛

大賞

優秀賞

あり   す

ゆ　 り    あなる　み

優秀賞

32 かさまつ社協かさまつ社協

すべての事業はコロナウイルス
感染防止対策のうえ実施しております

ふくし体験教室
　１１月５日(土)に笠松中央公民館でふくし体験教室「車いすで町に出よう！
～まちの中のバリア～」を開催し、小・中学生１０人が参加しました。ペア
になり車いすの介助をし合いながらまちの中にはどんなバリアがあるだろう？
という視点で探索しました。郵便ポストやＡＴＭで車いすに乗ったまま届くか
の体験をしたり、ドラッグユタカでは実際に店内で買い物をしたりしました。
　参加者は「段差や隙間に車いすのタイヤが挟まって大変だった。スロープ
がある所は安心。」「図書館やお店の上の方の物が届かなかった。」「お店の
人や周りの人が優しくしてくれた。」などお互いの意見を出し合い、車いす体
験マップを作成しました。町内のバリアフリーを学びながら、助け合いの大
切さを感じることができました。

　日頃感じる「福祉」への想いを１００字に込めた「福祉メッセージ」を募集したところ、町内の小学校高学年、
中学生より６６１点の作品が寄せられました。どの作品もすばらしく優劣がつけがたいのですが、その中でも特に
多くの人に福祉の心を伝える作品を選考し表彰しました。大賞・優秀賞に入賞された皆さんの氏名、作品をご紹
介します。（原文のまま・敬称略）

　おじいちゃんのたん生日の時、手紙を書きました。カタカナが読めなかったので、次からはひらがなだけで書
こうと思います。一日でも長くひらがなを覚えていてほしいです。

　毎日の地道な活動が、人々の心に深く入り込んでいることに感動しました。
　笠松町社会福祉協議会では、町内の全小中学校の児童生徒に「福祉メッセージ」を募

集しています。福祉に関する自分自身の思いや出来事を１００字程度にまとめるものですが、
今年も６６１点の応募がありました。心情が表れているものが多く、その人の福祉の心が伝わってきます。
　最近は、登下校の見守りの人々に対する感謝のメッセージが多いのが特筆すべきことです。
　「雨が降っていても、雪が降っていてもどんな日でも私たちのために･･･」「学校がいやになっていた時期
なのでおはようのひとことが元気に･･･」「学校の楽しかったことを最後まで聞いてくれて･･･」「笑顔で挨拶
してくださって元気をもらっています」「大きくなったねと声をかけられ、地域の方が中学生になった自分の
成長を見守ってくれて･･･」等々、日常的な子どもたちとのふれあいの中で、大人たちの温かさが子どもた
ちにも伝わっています。
　また、高齢者や障がい者への心配りのメッセージも多くありました。
　「おばあちゃんは手術をして少し歩けるが、かんぺきではありません。ですが、会うときは笑顔いっぱい･･･」
「ひいおばあちゃんはとてもやさしいです。勉強を教えてくれたり遊んでくれたり、もう９０才になりました」
等、実際にふれあいがあります。また、「目の障がいを持っている人に信号待ちで会いました。障がいの
ある人と気づき･･･ありがとうと言われ」「補聴器をつけた女性を見かけた。一緒にいた男性は口元の見え
る透明のマスクを着けていた。思いやりの心でつながっている」等々、障がい者への心配りが行動化され
てきています。　
　本年も、笠松町内地域ぐるみで福祉の心がますます育っていく一年でありたいと願っています。

ボランティアグループＫｉｎｄ活動報告
　１１月１９日(土)ボランティアグループＫｉｎｄのメンバー１０人が集まり、町
内のひとり暮らし高齢者の方に向けて年賀状を作成しました。来年の干支で
ある「うさぎ」の絵を描いたりスタンプを押したりと、心を込めて作成しまし
た。また、１２月１０日(土)に予定していたひとり暮らし高齢者の方を招いての
クリスマス会はコロナの感染状況により中止になりましたが、代わりに参加
申込みのあった方へメンバーみんなでプレゼントを作成しお届けしました。
　その他にも大学生以上のメンバーは、１０月２３日(日)はリバーサイドカーニ
バル会場内で赤い羽根共同募金の街頭募金活動、１１月１９日(土)は、「ない
す♡はぁ～との会」でのバザーや野菜販売のお手伝いを行いました。

みんなで「車いす体験マップ」を作成中

飛び出るクリスマスカードをプレゼント

※ふくし体験教室は、小学5年生から中学3年生を対象に、6月～12月の期間に
　さまざまな福祉について学ぶ教室です。

※Ｋｉｎｄは、ふくし体験教室を修了した小学生から社会人まで
　のメンバーで構成されているボランティアグループです。

新年明けましておめでとうございます
笠松町社会福祉協議会 会長　古澤 哲男

福祉メッセージ  大賞・優秀賞作品発表 赤い羽根共同募金配分事業

福祉メッセージ入賞者が決まりました

小学校・高学年の部

中学生の部

『ちほうのおじいちゃんに手紙をかいた』　   笠松小学校５年　山田  大翔　

　お父さん、仕事をがんばってくれてありがとう。お
母さん、生んでくれて、仕事をがんばってくれてあり
がとう。お兄ちゃん、最近一緒に遊んでくれてあり
がとう。弟、一緒にいてくれてありがとう。家族み
んな大好きです。

『家族に「ありがとう」』
　　　　松枝小学校５年　加藤  風羽

　「ありがとう」と言われると、心がフワァと温まる。
友達や家族、学校の先生など、だれに言われてもう
れしい、まほうの言葉。だから、私もうれしかったり、
助けられたりしたときに、「ありがとう」と言える人
になりたい。

『「ありがとう」』
　    下羽栗小学校６年　石黒  かのこ

区　分
大　賞

優秀賞

小学校高学年の部 中学校の部
笠松小学校5年　　山田  大翔
松枝小学校5年　　加藤  風羽
下羽栗小学校6年　石黒  かのこ

笠松中学校1年　　安田  有寿
笠松中学校2年　　藤井  成実
笠松中学校3年　　篠田  百合愛

大賞

優秀賞

ひろ   と

ふ　 う



ボランティア情報 笠松町ボランティアセンター
☎３８７－５３３２　ＦＡＸ ３８７－５１３４
長池４０８－１福祉健康センター内
８：３０～１７：１５（土･日･祝祭日は休み）
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　１１月２０日(日）笠松中央公民館で「災害ボランティ
アコーディネーターフォローアップ講座」を開催し、コー
ディネーターをはじめ、町内会長、民生委員、食生活改善
推進員など５９人が参加しました。
　「いざという時どうする？～あなたの食と栄養～」をテー
マに公益財団法人味の素ファンデーション 被災地復興応
援事業 齋藤由里子氏、岐阜県栄養士会 管理栄養士 長屋千
穂氏、笠松町役場総務課危機管理対策 小鹿耕平氏を講師
としてお招きし、災害時の食と栄養の問題についてご講演
いただきました。
　参加者からは「地域・人のつながりが大切」「食べるこ
とは生きることを実感した」「ふだんやっていないと、も
しもの時にできない」など感想をいただきました。これか
らもふだんから災害時に備えていきたいと思います。

使用済み切手などの収集活動にご協力いただき、ありがとうございます。
　10月18日～ 12月15日(順不同・敬称略)　　
　中部サイデン(株)、南谷　和宏、新日本婦人の会  笠松支部
　シルバー人材センター、(株)スーパーメイト　匿名８件

災害ボランティアコーディネーターフォローアップ講座の開催！

「もしも」に備えてできることを考えました！

笠松町心身障害者小規模授産所
 ☎３８７-２４６９　長池２３７
メール　kasaju@ccn5.aitai.ne.jp
ＨＰ　https://peraichi.com/landing_pages/view/ksj2012

ないす♥
  はぁ～と
ないす♥
  はぁ～と

　１１月１９日(土)に「ないす♡はぁーとの会」を開催し
ました。古田町長様にもお越しいただきました。
　町内の方にもたくさんご来場いただき、「今年の里芋、
大きいねえ」と野菜販売ではお褒めの言葉があり、た
くさん購入していただけました。
　その他にもバザーや利用者によるマジックステージ
など、多くのボランティアの方々の協力のもとで行う
ことができました。利用者や職員に対して笑顔や励ま
しの言葉をくださり、温かい交流ができました。本当
にありがとうございました。たくさんの方にご覧いただきました

ないす♥はぁ～との会  来場ありがとうございました

笠松小学校５年生へ認知症サポーター養成講座を開催
　１０月２４日(月)笠松小学校の５年生を対象に「認知症
サポーター養成講座」を開催し、４２人の「認知症Jr.サポー
ター」が誕生しました。
　講座では、前半に認知症の症状などについて学び、後半は、
認知症の方への対応や声のかけ方を学びました。認知症サ
ポーターの証となるロバ隊長オリジナルストラップをラン
ドセルなど見やすい場所につけてくれた児童もいます。児
童たちからは「優しく見守りたい」「困っている人がいたら
優しく声かけをしたい」などの感想がありました。
　認知症の方とその家族が住みやすいまちを目指し、今後
も講座を開催していきます。

認知症サポーターステップアップ講座を開催しました
　１１月１７日(木)福祉健康センターで「認知症サポータース
テップアップ講座」を開催し３１人が受講しました。この講座は、
認知症サポーター養成講座を受講した方を対象に、認知症の知
識の再確認と認知症の方や家族を温かく見守る力の向上を目的
に開催しました。
　講座では、松波総合病院の岩井知彦医師（認知症サポート医）
に、認知症サポーターの役割とかかりつけ医との連携について
ご講義をいただきました。その後、認知症サポーターとしてで
きることの意見交流を行いました。
　参加者からは「かかりつけ医や地域包括支援センターと情報
をやり取りしながらサポートすることが大切だと思った」「認知
症を正しく理解し優しさと思いやりを大切にして、関わりたい。」
などの感想があり、地域で繋がることの大切さを再確認する講
座になりました。

認知症サポーターとは、認知症に関する正しい知識と理解をもち、地域や職域で、
認知症の人や家族に対してできる範囲で手助けをする人のことです。

笠松町地域包括支援センター  ☎３８８－７１３３　ＦＡＸ ３８７－５１３４  長池４０８－１福祉健康センター内
地域包括支援センターたより

ロバ隊長と子どもたち

何ができるかを意見交換しました

熱心に講義を聞く参加者たち

認知症サポーターの証
・オレンジリング
・サポーターカード
・ロバ隊長オリジナル
　ストラップ
・Jr.サポーターバッジ
を配布しました！！

自助‥自分の命は自分で守る
共助‥地域で助け合う
公助‥公的な支援
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　１１月２０日(日）笠松中央公民館で「災害ボランティ
アコーディネーターフォローアップ講座」を開催し、コー
ディネーターをはじめ、町内会長、民生委員、食生活改善
推進員など５９人が参加しました。
　「いざという時どうする？～あなたの食と栄養～」をテー
マに公益財団法人味の素ファンデーション 被災地復興応
援事業 齋藤由里子氏、岐阜県栄養士会 管理栄養士 長屋千
穂氏、笠松町役場総務課危機管理対策 小鹿耕平氏を講師
としてお招きし、災害時の食と栄養の問題についてご講演
いただきました。
　参加者からは「地域・人のつながりが大切」「食べるこ
とは生きることを実感した」「ふだんやっていないと、も
しもの時にできない」など感想をいただきました。これか
らもふだんから災害時に備えていきたいと思います。

使用済み切手などの収集活動にご協力いただき、ありがとうございます。
　10月18日～ 12月15日(順不同・敬称略)　　
　中部サイデン(株)、南谷　和宏、新日本婦人の会  笠松支部
　シルバー人材センター、(株)スーパーメイト　匿名８件

災害ボランティアコーディネーターフォローアップ講座の開催！

「もしも」に備えてできることを考えました！

笠松町心身障害者小規模授産所
 ☎３８７-２４６９　長池２３７
メール　kasaju@ccn5.aitai.ne.jp
ＨＰ　https://peraichi.com/landing_pages/view/ksj2012

ないす♥
  はぁ～と
ないす♥
  はぁ～と

　１１月１９日(土)に「ないす♡はぁーとの会」を開催し
ました。古田町長様にもお越しいただきました。
　町内の方にもたくさんご来場いただき、「今年の里芋、
大きいねえ」と野菜販売ではお褒めの言葉があり、た
くさん購入していただけました。
　その他にもバザーや利用者によるマジックステージ
など、多くのボランティアの方々の協力のもとで行う
ことができました。利用者や職員に対して笑顔や励ま
しの言葉をくださり、温かい交流ができました。本当
にありがとうございました。たくさんの方にご覧いただきました

ないす♥はぁ～との会  来場ありがとうございました

笠松小学校５年生へ認知症サポーター養成講座を開催
　１０月２４日(月)笠松小学校の５年生を対象に「認知症
サポーター養成講座」を開催し、４２人の「認知症Jr.サポー
ター」が誕生しました。
　講座では、前半に認知症の症状などについて学び、後半は、
認知症の方への対応や声のかけ方を学びました。認知症サ
ポーターの証となるロバ隊長オリジナルストラップをラン
ドセルなど見やすい場所につけてくれた児童もいます。児
童たちからは「優しく見守りたい」「困っている人がいたら
優しく声かけをしたい」などの感想がありました。
　認知症の方とその家族が住みやすいまちを目指し、今後
も講座を開催していきます。

認知症サポーターステップアップ講座を開催しました
　１１月１７日(木)福祉健康センターで「認知症サポータース
テップアップ講座」を開催し３１人が受講しました。この講座は、
認知症サポーター養成講座を受講した方を対象に、認知症の知
識の再確認と認知症の方や家族を温かく見守る力の向上を目的
に開催しました。
　講座では、松波総合病院の岩井知彦医師（認知症サポート医）
に、認知症サポーターの役割とかかりつけ医との連携について
ご講義をいただきました。その後、認知症サポーターとしてで
きることの意見交流を行いました。
　参加者からは「かかりつけ医や地域包括支援センターと情報
をやり取りしながらサポートすることが大切だと思った」「認知
症を正しく理解し優しさと思いやりを大切にして、関わりたい。」
などの感想があり、地域で繋がることの大切さを再確認する講
座になりました。

認知症サポーターとは、認知症に関する正しい知識と理解をもち、地域や職域で、
認知症の人や家族に対してできる範囲で手助けをする人のことです。

笠松町地域包括支援センター  ☎３８８－７１３３　ＦＡＸ ３８７－５１３４  長池４０８－１福祉健康センター内
地域包括支援センターたより

ロバ隊長と子どもたち

何ができるかを意見交換しました

熱心に講義を聞く参加者たち

認知症サポーターの証
・オレンジリング
・サポーターカード
・ロバ隊長オリジナル
　ストラップ
・Jr.サポーターバッジ
を配布しました！！

自助‥自分の命は自分で守る
共助‥地域で助け合う
公助‥公的な支援
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　令和４年１０月から１２月に実施しました「赤い羽根共同募金」「歳末たすけあい募金」には、町内会長さ
んや民生委員さんなどのご協力により、町民のみなさんや企業から多くの募金をお寄せいただきました。み
なさんのあたたかいご理解とご協力、誠にありがとうございました。
　社会福祉協議会では新たな年を迎えるにあたり、援護を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことが
できるよう「歳末たすけあい配分事業」として、ひとり暮らし高齢者への配食サービス、要保護世帯等への
クリスマスケーキプレゼントなどの事業を行いました。
　以下、ご協力いただきましたみなさまです。(敬称略・順不同 )　　　　　　　　　　　（１２月１５日現在）

赤い羽根・歳末たすけあい募金報告　 岐阜県共同募金会 笠松町分会

ご協力ありがとうございました

赤い羽根共同募金

2,517,889円
歳末たすけあい募金

699,100円
(有)瀧新聞店
(有)宏明電気商会
(有)鬼頭商店
(株)ＯＫサービス
加藤捺染(有)
永井ホールディングス(株)
(株)竹中製作所
(株)フジナ
(株)市橋
(株)野田屋本店
(福)笠松中央福祉会
(株)みのき
美濃織物工業(協)
岐阜県染色工業(協)
羽島自家用自動車組合
岐阜労働基準協会笠松支部
(株)大垣共立銀行笠松支店
岩田商事(名)
(株)奥海商店
(名)津島屋不破燃料店
(株)ＢＩＴＯ
(株)けいさんのうりょく
(株)羽島テック
(有)森商店
(株)ユニゾン笠松営業所
(有)油金商店
(有)シオキチ
(株)十六銀行笠松支店
(株)鶉屋
(名)油重商店
久納酒造(有)
(資)コーヒーハウスアオイ
(株)シーポート
(株)杉山駐車場
(資)銭屋商店

(協)笠松本町名店会
(名)だるまや薬局
(資)長久堂
鈴木茂製帽(株)
(有)花久
(宗)蓮国寺
(株)Libridge
(一社)グッデイ
(医)悠久会森本内科・皮膚科
瑞應寺
(同)バーニングスピリット
(株)極東
丸十産業(株)
ＥＮＳＥＭＢＬＥ(株)
(医)慈恵会吉田胃腸科
高橋コーポレーション(株)
(株)清友産業
(有)ホワイトクリーンサービス
(株)ＬＡＢＯ
大野製畳(株)
(株)クリモト
(有)内田商会
辻兼食品工業
(株)志知八郎商店
(株)斎藤商店
(株)オカムラ自工
(株)大兵商店
西垣ポンプ製造(株)
西垣ポンプ設備(株)
羽島石油(株)
(有)川端タイヤ
(株)アルス
(有)野田商店
(名)和広
(株)ユタカオート

(株)あい繊
コア接骨院
(有)曼陀羅コーポレーション
(有)Sun's食房(中華屋コーラン)
ＣＡＴＳ＆ＤＯＧＳＳＵＲＦ
(株)ＣＳＰラボ
(有)フォートミズノ
(有)ユーピーエストラベルサービス
(株)三ツ羽商店
(有)佐藤(誠龍)
(株)加藤商店
(株)笠松不動産
(株)ファース
(有)笠松コンタクトレンズ
(株)小見山家具製作所
岐阜南自動車学校
(株)服部電器チェーン
(株)新東工機
(株)ノーベル
(有)タイシン
(株)安藤ミシン商会
いいだ歯科
岐阜厩務員共済会
岐阜県調騎会
岐阜中部樹脂工業協同組合
(医)蘇西厚生会松波総合病院
日本調剤(株)
ナガヤ厨機販売(株)
(株)フルフト(かさまつコスモス薬局)
昭和エンジニアリング(株)
(有)赤塚ワインダー
(有)ワギ電機
川島化成(有)
(有)松広
ファミリーマート笠松みなみ店

(株)ジュエル･ド･ルナ
(株)アカツカ化成
(医)さとう整形外科
(株)S.Sサポート
(株)ナカジマ
(福)羽島郡福寿会(リバーサイド笠松園)
日清医療食品(株)リバーサイド笠松園内事業所
(株)カネコ商会
ジーエフシー (株)
(合)ＢＡＮ
(有)こむぎ・家
片山クリニック
(有)大輪輸送
(株)トーカン
カネ美食品(株)
小川板金工業(有)
サンケイ塗装(株)
(株)ムトー
大丸板紙加工(株)
ナーシングホームからふるかさまつ
(有)丹下自動車
(有)岐南カレンダー
(株)マキロ
(株)大成工務店
(株)堀井商店
Ａ・Ｍ・Ｔ(株)
山栄食品工業(株)
岡田(有)
スリーアローズ(株)
(株)インシュアランス･デザイナーズ
(株)広瀬組
中アス産業(株)
(株)後藤施工
(医)うえむら歯科
笠松幼稚園

(有)ファースト･アクション
(株)イーグル
杉山商店(株)
中部サイデン(株)
スズキメタル(株)
(株)丸真
トーギ(株)
(有)エヌテック
大洋電機(株)
トーヨー商事(株)
(株)まほろば
(株)しのぶ
東海技研(株)
かいソー (有)
(有)ヴィレット
笠松双葉幼稚園
(株)フジ
野田グループ太進建設（株）
曽根自動車(株)
村上製麩(株)
羽島梱包(株)
(有)東海ギフト
(有)ハウス小島
(有)喜林
(株)祥永
(株)八千代
(株)大橋組
(医)山田耳鼻咽喉科
(株)大和
(株)ウイックス
平成調剤薬局笠松店
(有)イトウ
(株)だいぎ
(有)ナカヤマ
(有)タツミ武道具
奥村塗料(株)
ＪＡぎふさかい川支店
丸京染色(株)
ジョイフルインターナショナル(株)
(有)マル岐加藤工業
青木織物(株)
(株)道家経営・法務事務所
(株)三田防災
(医)桃仁会羽島クリニック
(有)サムソン・ケイズ
(有)青木ガラス建装
(有)エム・ケイ・エンジニアリング
北恵(株)
(株)かどま
(株)源
(有)三谷製材所
(株)岐阜県光彩
(有)金鋼金属
(福)さん・さん
明和設備工業(株)
(株)オーツカ

(株)家田鉄工所
(有)中正板金塗装
(有)金森商会
(医)大慶会おおかわ整形外科
(株)サンセキ
(株)ブライト
飯田(同)
中部食品工業(株)
(株)光ロジテック
(株)道家パワーステーション
大栄食品(株)
サントリービバレッジソリューション（株）
(有)三光
堀場染色(有)
(有)羽栗メディカルサービス
(医)睦会愛生病院
クウィックプリンティング(株)
(株)ノーリツ
(有)ティーアールケー
(株)三勝
コンマン部品(株)
(株)菊丸商会
(株)エリアサポートジャパン
(有)久世食品
(株)ケイハウス
岐阜名古屋貨物運輸(株)
(株)しのだ工業
(株)ＦＴＣ
わかば食品(株)
(株)豊国製作所
(株)金田商会
(株)金定
(有)まの鈑金
日本スピードショア(株)
コベルコ建機日本(株)
(株)アルス
松屋食品(株)
(株)スプレッド
(株)清水
(有)カトー印刷社
(株)ＡＧＯ
(有)長谷川興業
(株)加藤組
(株)ハローバッグ
アベイユ(株)
ミエル(株)
(株)スーパーメイト
(有)イワタ建工
(有)ミシマ建設
(有)片桐合成
(株)三恵物流センター
ハイメンテナンス(株)
(株)守屋組
(株)丸栄商会
(株)エース電機
(株)ナガト

(有)ゴカヤマ工業
(有)みの一テント
マツバラ建設(株)
(株)東海ポリエチ工業所
安藤建設(株)
(有)土手商事
ガード自動車(有)
(株)グローバス丸善
(有)トップスポンジャー
丸秀大塚建設(株)
(株)岐阜サービス
司工業(株)
(株)伴電気商会
(株)スワロー物流岐阜
森プリント(株)
ダイヤモンドヘッド(株)
(株)ミライズ
(株)鍛冶正製作所
(株)アンティローザ
Ｆ・Ｙ・Ｓ(株)
(有)貴久泰

(有)エンヤ石油
(株)コミュニケーションファーマシー
(医)恒和会こめの医院
(有)シンエイ工機
双王金属(株)
(株)加藤鉄工所
大和機工(株)
ナガラ金属(株)
ピアゴ笠松店
(株)米津西部
セブンイレブン笠松米野店
(株)岩倉工務店
ファステストダイニング(株)
(株)松原スタジオ
東光パッケージ(株)
(株)ヒカリカット
(有)松原興業
(株)光製作所
(宗)産霊神社
(宗)八幡神社
(福)笠松町地域振興公社

★個人・団体　(順不同・敬称略)
笠松町赤十字奉仕団 笠松分団 30,000円
笠松町赤十字奉仕団 松枝分団 30,000円
笠松町赤十字奉仕団 下羽栗分団 15,000円
笠松町生活学校 30,000円
匿名 10,000円
匿名 3,000円
バッジ募金 22,000円
★街頭募金
トミダヤ笠松店 5,719円
ピアゴ笠松店 4,319円
リバーサイドカーニバル 14,520円
カプセル募金 4,200円
★町内会を通じて
6,808世帯 2,450,880円
★募金箱設置協力 6,251円
ピアゴ笠松店･ローソン美笠通店･セブンイレブン笠松長池店
ファミリーマート笠松みなみ店･Blue River Café･中華屋KORAN
笠松天領の駅･㈱光製作所･笠松町役場･福祉会館･松枝公民館
総合会館･中央公民館･福祉健康センター・こども館

計294事業所　　合計591,100円

★法人・事業所
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　令和４年１０月から１２月に実施しました「赤い羽根共同募金」「歳末たすけあい募金」には、町内会長さ
んや民生委員さんなどのご協力により、町民のみなさんや企業から多くの募金をお寄せいただきました。み
なさんのあたたかいご理解とご協力、誠にありがとうございました。
　社会福祉協議会では新たな年を迎えるにあたり、援護を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことが
できるよう「歳末たすけあい配分事業」として、ひとり暮らし高齢者への配食サービス、要保護世帯等への
クリスマスケーキプレゼントなどの事業を行いました。
　以下、ご協力いただきましたみなさまです。(敬称略・順不同 )　　　　　　　　　　　（１２月１５日現在）

赤い羽根・歳末たすけあい募金報告　 岐阜県共同募金会 笠松町分会

ご協力ありがとうございました

赤い羽根共同募金

2,517,889円
歳末たすけあい募金

699,100円
(有)瀧新聞店
(有)宏明電気商会
(有)鬼頭商店
(株)ＯＫサービス
加藤捺染(有)
永井ホールディングス(株)
(株)竹中製作所
(株)フジナ
(株)市橋
(株)野田屋本店
(福)笠松中央福祉会
(株)みのき
美濃織物工業(協)
岐阜県染色工業(協)
羽島自家用自動車組合
岐阜労働基準協会笠松支部
(株)大垣共立銀行笠松支店
岩田商事(名)
(株)奥海商店
(名)津島屋不破燃料店
(株)ＢＩＴＯ
(株)けいさんのうりょく
(株)羽島テック
(有)森商店
(株)ユニゾン笠松営業所
(有)油金商店
(有)シオキチ
(株)十六銀行笠松支店
(株)鶉屋
(名)油重商店
久納酒造(有)
(資)コーヒーハウスアオイ
(株)シーポート
(株)杉山駐車場
(資)銭屋商店

(協)笠松本町名店会
(名)だるまや薬局
(資)長久堂
鈴木茂製帽(株)
(有)花久
(宗)蓮国寺
(株)Libridge
(一社)グッデイ
(医)悠久会森本内科・皮膚科
瑞應寺
(同)バーニングスピリット
(株)極東
丸十産業(株)
ＥＮＳＥＭＢＬＥ(株)
(医)慈恵会吉田胃腸科
高橋コーポレーション(株)
(株)清友産業
(有)ホワイトクリーンサービス
(株)ＬＡＢＯ
大野製畳(株)
(株)クリモト
(有)内田商会
辻兼食品工業
(株)志知八郎商店
(株)斎藤商店
(株)オカムラ自工
(株)大兵商店
西垣ポンプ製造(株)
西垣ポンプ設備(株)
羽島石油(株)
(有)川端タイヤ
(株)アルス
(有)野田商店
(名)和広
(株)ユタカオート

(株)あい繊
コア接骨院
(有)曼陀羅コーポレーション
(有)Sun's食房(中華屋コーラン)
ＣＡＴＳ＆ＤＯＧＳＳＵＲＦ
(株)ＣＳＰラボ
(有)フォートミズノ
(有)ユーピーエストラベルサービス
(株)三ツ羽商店
(有)佐藤(誠龍)
(株)加藤商店
(株)笠松不動産
(株)ファース
(有)笠松コンタクトレンズ
(株)小見山家具製作所
岐阜南自動車学校
(株)服部電器チェーン
(株)新東工機
(株)ノーベル
(有)タイシン
(株)安藤ミシン商会
いいだ歯科
岐阜厩務員共済会
岐阜県調騎会
岐阜中部樹脂工業協同組合
(医)蘇西厚生会松波総合病院
日本調剤(株)
ナガヤ厨機販売(株)
(株)フルフト(かさまつコスモス薬局)
昭和エンジニアリング(株)
(有)赤塚ワインダー
(有)ワギ電機
川島化成(有)
(有)松広
ファミリーマート笠松みなみ店

(株)ジュエル･ド･ルナ
(株)アカツカ化成
(医)さとう整形外科
(株)S.Sサポート
(株)ナカジマ
(福)羽島郡福寿会(リバーサイド笠松園)
日清医療食品(株)リバーサイド笠松園内事業所
(株)カネコ商会
ジーエフシー (株)
(合)ＢＡＮ
(有)こむぎ・家
片山クリニック
(有)大輪輸送
(株)トーカン
カネ美食品(株)
小川板金工業(有)
サンケイ塗装(株)
(株)ムトー
大丸板紙加工(株)
ナーシングホームからふるかさまつ
(有)丹下自動車
(有)岐南カレンダー
(株)マキロ
(株)大成工務店
(株)堀井商店
Ａ・Ｍ・Ｔ(株)
山栄食品工業(株)
岡田(有)
スリーアローズ(株)
(株)インシュアランス･デザイナーズ
(株)広瀬組
中アス産業(株)
(株)後藤施工
(医)うえむら歯科
笠松幼稚園

(有)ファースト･アクション
(株)イーグル
杉山商店(株)
中部サイデン(株)
スズキメタル(株)
(株)丸真
トーギ(株)
(有)エヌテック
大洋電機(株)
トーヨー商事(株)
(株)まほろば
(株)しのぶ
東海技研(株)
かいソー (有)
(有)ヴィレット
笠松双葉幼稚園
(株)フジ
野田グループ太進建設（株）
曽根自動車(株)
村上製麩(株)
羽島梱包(株)
(有)東海ギフト
(有)ハウス小島
(有)喜林
(株)祥永
(株)八千代
(株)大橋組
(医)山田耳鼻咽喉科
(株)大和
(株)ウイックス
平成調剤薬局笠松店
(有)イトウ
(株)だいぎ
(有)ナカヤマ
(有)タツミ武道具
奥村塗料(株)
ＪＡぎふさかい川支店
丸京染色(株)
ジョイフルインターナショナル(株)
(有)マル岐加藤工業
青木織物(株)
(株)道家経営・法務事務所
(株)三田防災
(医)桃仁会羽島クリニック
(有)サムソン・ケイズ
(有)青木ガラス建装
(有)エム・ケイ・エンジニアリング
北恵(株)
(株)かどま
(株)源
(有)三谷製材所
(株)岐阜県光彩
(有)金鋼金属
(福)さん・さん
明和設備工業(株)
(株)オーツカ

(株)家田鉄工所
(有)中正板金塗装
(有)金森商会
(医)大慶会おおかわ整形外科
(株)サンセキ
(株)ブライト
飯田(同)
中部食品工業(株)
(株)光ロジテック
(株)道家パワーステーション
大栄食品(株)
サントリービバレッジソリューション（株）
(有)三光
堀場染色(有)
(有)羽栗メディカルサービス
(医)睦会愛生病院
クウィックプリンティング(株)
(株)ノーリツ
(有)ティーアールケー
(株)三勝
コンマン部品(株)
(株)菊丸商会
(株)エリアサポートジャパン
(有)久世食品
(株)ケイハウス
岐阜名古屋貨物運輸(株)
(株)しのだ工業
(株)ＦＴＣ
わかば食品(株)
(株)豊国製作所
(株)金田商会
(株)金定
(有)まの鈑金
日本スピードショア(株)
コベルコ建機日本(株)
(株)アルス
松屋食品(株)
(株)スプレッド
(株)清水
(有)カトー印刷社
(株)ＡＧＯ
(有)長谷川興業
(株)加藤組
(株)ハローバッグ
アベイユ(株)
ミエル(株)
(株)スーパーメイト
(有)イワタ建工
(有)ミシマ建設
(有)片桐合成
(株)三恵物流センター
ハイメンテナンス(株)
(株)守屋組
(株)丸栄商会
(株)エース電機
(株)ナガト

(有)ゴカヤマ工業
(有)みの一テント
マツバラ建設(株)
(株)東海ポリエチ工業所
安藤建設(株)
(有)土手商事
ガード自動車(有)
(株)グローバス丸善
(有)トップスポンジャー
丸秀大塚建設(株)
(株)岐阜サービス
司工業(株)
(株)伴電気商会
(株)スワロー物流岐阜
森プリント(株)
ダイヤモンドヘッド(株)
(株)ミライズ
(株)鍛冶正製作所
(株)アンティローザ
Ｆ・Ｙ・Ｓ(株)
(有)貴久泰

(有)エンヤ石油
(株)コミュニケーションファーマシー
(医)恒和会こめの医院
(有)シンエイ工機
双王金属(株)
(株)加藤鉄工所
大和機工(株)
ナガラ金属(株)
ピアゴ笠松店
(株)米津西部
セブンイレブン笠松米野店
(株)岩倉工務店
ファステストダイニング(株)
(株)松原スタジオ
東光パッケージ(株)
(株)ヒカリカット
(有)松原興業
(株)光製作所
(宗)産霊神社
(宗)八幡神社
(福)笠松町地域振興公社

★個人・団体　(順不同・敬称略)
笠松町赤十字奉仕団 笠松分団 30,000円
笠松町赤十字奉仕団 松枝分団 30,000円
笠松町赤十字奉仕団 下羽栗分団 15,000円
笠松町生活学校 30,000円
匿名 10,000円
匿名 3,000円
バッジ募金 22,000円
★街頭募金
トミダヤ笠松店 5,719円
ピアゴ笠松店 4,319円
リバーサイドカーニバル 14,520円
カプセル募金 4,200円
★町内会を通じて
6,808世帯 2,450,880円
★募金箱設置協力 6,251円
ピアゴ笠松店･ローソン美笠通店･セブンイレブン笠松長池店
ファミリーマート笠松みなみ店･Blue River Café･中華屋KORAN
笠松天領の駅･㈱光製作所･笠松町役場･福祉会館･松枝公民館
総合会館･中央公民館･福祉健康センター・こども館

計294事業所　　合計591,100円

★法人・事業所



あたたかい善意のこころ
　みなさまよりお寄せいただきました「あたたかい善
意のこころ」は、地域福祉事業に役立てさせていただ
きます。(１０月１８日～１２月１５日)
●匿名 ………………………… 金　14,000円　
●匿名 ………………………… りんご　12個
●匿名 ………………………… もち米　11升

★財源確保のため広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは直接広告主へお願いします
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（058）387-5332 
（058）387-5134

第193号 
令和4年1月1日 

〒501-6063 
岐阜県羽島郡笠松町長池408-1 
TEL 
FAX 
E-mail：kasafuku@ccn5.aitai.ne.jp 
https://userweb.alles.or.jp/kasafuku/

★財源確保のため広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは直接広告主へお願いします。 

匿名 金　14,000円 
匿名 お米　15kg 
匿名 そうめん・洗剤 
匿名 そうめん 

　皆さまよりお寄せいただきました
「あたたかい善意の心」は、地域福
祉事業に役立てさせていただきます。 
（10月12日～12月13日） 

車いすバスケットボールチーム「岐阜SHINE」の方と体験しました 

講師の池戸さん（左）と那須さん（右） 

◆ 
◆ 
◆ 
◆ 
◆ 
◆ 
◆ 

福祉キャラバン事業 
会長新年あいさつ、令和3年度表彰など 
行事だより 
ボランティア情報など 
地域包括支援センターだより 
共同募金報告など 
介護予防リーダー養成講座のご案内 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 
・・・ 2 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

・・・・・・・・・・・・・・・ 5 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6、7 

・・・・・・ 8

お米の寄付をお願いします 

介護予防リーダー養成講座のご案内 
　介護予防に関する知識や、体操の方法を地域の皆さんに広めていただける方、皆が気軽に集まれる場
づくりや、リーダーとなって地域を元気にしてくださる方、ぜひご参加ください。一緒に学び、介護予防
活動を広めましょう。 

場　　所：福祉健康センター（長池408-1）　　定　　員：15人（先着順） 
申込方法：地域包括支援センターまでお電話（388-7133）ください。 
※修了式を除く6日間のうち、5日以上参加された方には修了書と介護予防リーダーのポロシャツをお
渡しします。 

※コグニサイズ：国立長寿医療研究センターが開発した運動と認知課題を組み合わせた、認知症予防を
目的とした取り組みの総称です。 

　笠松町社会福祉協議会では、県社会福祉協議会と生活 
困窮者への支援事業として、食糧支援を実施しています。 
　現在、提供する食品のうち「お米」が不足しています。お米の種類、
状態については下記のとおりです。みなさまのご協力をお願いします。 
お米の種類・状態など 
・一般的に主食として用いる「うるち米」であれば品種は特に問いま
せん 
・玄米の状態　※精米の場合は原則6ヶ月以内に限ります 
・収穫した年から3年以内でお願いします 
　ご寄付いただける量や収集方法など、詳細は本会（蕁387-5332担
当：栗本）へお問い合わせください。 

障がい者（児）ふれあいもちつき会　中止のお知らせ 
毎年1月に開催しております「障がい者（児）のもちつき会」は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止します。 

日にち 

開講式 

2回目 

3回目 

4回目 

5回目 

6回目 

修了式 

1月24日（月） 

1月28日（金） 

2月2日（水） 

2月16日（水） 

2月18日（金） 

2月21日（月） 

3月2日（水） 

時　間 

13時30分から15時00分 

13時30分から15時30分 

13時30分から15時00分 

10時00分から11時30分 

13時30分から15時00分 

内　　容 
開講式 
講義「運動器について」 
実技「笠松体操」の習得① 
講義「内科系疾患について」 
実技「心肺蘇生法とAED」 
講義「栄養について」 
実技「コグニサイズ」の習得① 
実技「笠松体操」の習得② 
講義「認知症について」 
実技「コグニサイズ」の習得② 
全体のふり返り・修了式 

紙面の関係上、編集後記は掲載しておりません。 

社会福祉協議会では、だれもが安心して暮らせる「福祉のまちづ
くり」を目指して、各種地域福祉事業をより一層推進してまいり
ますので、皆さまのご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。 

謹賀新年 
お健やかに 

新年をお迎えのことと 

お慶び申し上げます 

「福祉キャラバン事業」 
松枝小学校で車いすバスケの体験 
（詳細は3ページ） 

シ ャ イ ン  

第199号
令和5年1月1日

〒501-6063
岐阜県羽島郡笠松町長池408-1
TEL (058)387-5332
FAX (058)387-5134
E-mail：kasafuku@ccn5.aitai.ne.jp
https://userweb.alles.or.jp/kasafuku/

　療育手帳をお持ちの方、ご家族などを対象に、地域住民やボランティアと一緒にふれあうことを目的に
「ふれあい交流会」を開催します。

日　時　１月７日(土)午前９時３０分～１２時　(小雨決行）
場　所　笠松中央公民館
内　容　レクリエーション・八幡神社へウォーキング
参加費　無料
申込み　笠松町心身障害者小規模授産所へ電話(３８７－２４６９）にて、
　　　　１月５日(木)までに申込みください。
その他　コロナの状況により申込み人数の制限、中止する場合もあります。
※毎年1月に開催の「障がい者(児)ふれあいもちつき会」を新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「ふ
れあい交流会」に変更しております。

　あけましておめでとうございます。旧年中は誠にありが
とうございました。本年も皆さまに「福祉のかさまつ社
協」をお読みいただけるよう、そして町民の皆さまと一緒
に、笠松町が笑顔溢れるあたたかい町になるよう、より一
層精進して参りますのでよろしくお願い申し上げます。
　今年は卯年ですね。以前うさぎを飼っていたのですが、
よく食べよく走り回る子でした。私も見習って”ピョンピョ
ン”と飛躍する一年にしたいと思います(^_^)

編 集 後 記

バザーや野菜の販売も行いました

●ないす♡はぁ～との会...................................１
●会長新年あいさつ、行事だより など............２
●福祉メッセージ作品発表...............................３
●ボランティア情報 など..................................４
●地域包括支援センターだより........................５
●共同募金報告 ...........................................６、７
●ふれあい交流会のお知らせ など...................８

目 次

社会福祉協議会では、だれもが安心して暮らせる「福祉のまちづ
くり」を目指して、各種地域福祉事業をより一層推進してまいりま
すので、皆さまのご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。

謹賀新年
お健やかに

新年をお迎えのことと
お慶び申し上げます

～地域福祉の向上にご尽力いただいた方々の紹介～
地域福祉への功績が称えられ、下記の方々が受賞されました。おめでとうございます。

 (順不同・敬称略)　　　
  岐阜県社会福祉協議会会長表彰
◇民生委員児童委員　　安達 すえ子、奥田 豊子
◇社会福祉施設職員　　高井 美波、松永 里美、小林 真之、小川 貴美子
 加藤 さおり、河合 要子、坂口 典子
 
  町社会福祉協議会会長表彰
◇社会福祉施設職員　　高橋 和哉、渡辺 ひろみ、宮川 庸子
◇社会福祉協議会役員　伊藤 隆郎　他１名

利用者の素敵なマジックショー

ないす♥はぁ～との会 開催しました！（詳細は4ページ）　　
笠松町心身障害者小規模授産所

障がい児者「ふれあい交流会」開催

18 かさまつ社協かさまつ社協 古紙含有率70％の再生紙を使用しています。


