


さくら 様 40,000 円
ご 氏 名 寄附内容

ふそうワークネット 様 3,475 円
ご 氏 名 寄附内容

某 様
北友会 様

20,000 円
17,871 円

某 様 5,000 円
某 様 5,000 円
某 様 5,000 円

ありがとう
   ございました。

（社会福祉協議会へ）
（11月1日～12月31日・順不同）

（たんぽぽへ）

令和２年度赤い羽根共同募金

募金総額　 ４,333,590円

令和2年度扶桑町社会福祉協議会法人会員
ご加入いただきありがとうございます。  

令和２年度扶桑町社会福祉協議会会員
ご加入ありがとうございました

ご協力ありがとうございました。

法人募金 （令和2年11月1日～12月31日　五十音順　敬称略）

募金活動にご協力いただいた団体様等　（順不同・敬称略）

※10月31日までに納入された法人につきましては、12月号に掲載させていただきました。

４,333,590４,333,590４,333,590４,333,590４,333,590４,333,590４,333,590４,333,590４,333,590４,333,590４,333,590４,333,590４,333,590４,333,590４,333,590４,333,590円円円円円円

職域募金 ・・・ 高雄保育園　高雄西保育園　高雄南保育園　山名保育園　斎藤保育園　柏森保育園　
  柏森南保育園　総合福祉センター　つくし学園　町内学習等供用施設　保健センター　
  ぷらねっと扶桑
学校募金 ・・・ 高雄小学校　扶桑東小学校　柏森小学校　山名小学校　扶桑中学校　扶桑北中学校
  誠信高等学校　丹羽高等学校
歳末たすけあい募金 ・・・  扶桑町老人クラブ連合会女性部　なごみ会　

青山工業㈱
あまの歯科クリニック
(医)江口医院
㈱江口商事
大薮歯科医院

(税)片山税務会計
ぎふ初寿司愛岐分店㈲
㈲米正商店
㈲城陽自動車
㈲高雄ホーム

東洋金属㈱
㈱ハニダ
㈲水野鉄工所

令和２年度も本会の会員募集を行いましたところ、町民の皆さま及び法人事業主さまのご理解により、多くの方にご加入い
ただきました。今年は未曽有の出来事もありご案内に際し、ご不便をおかけいたしました。今年度も駐在員さま並びに区長さ
ま、班長さまなど様々の方にご協力いただきました。扶桑町社会福祉協議会に関わっていただいたすべての方に心より感謝
申し上げます。

皆さまからいただきました会費は、地域福祉サービスの充実やボランティア活動の推進等に活用させていただきます。今後
とも地域福祉の推進に向けて一層の努力をしてまいりますので、みなさまの変わらぬご理解ご協力をお願いいたします。

なお、会員募集は随時受付けております。趣旨に賛同していただける方は、扶桑町社会福祉協議会事務局(TEL:９３－４３００)
までご連絡ください。

南新田
北新田
羽根

東川西
東川南
東川北
南定松
北定松

高雄団地
福塚

宮島
伊勢帰
扶桑台
山那
小淵
大門
森

前野
野田
西村

寺前
中村住宅
斎藤東
斎藤西
斎藤中
斉藤北
斎藤南
緑ヶ丘
高木東
高木西

柏森東１区
柏森東２区

柏森レインボー
柏森西
柏森南
柏森北
中島
花立
平塚

地区名 〈賛助・普通会員〉

合計 ２，561，6００円
（令和２年１２月３１日現在）

（令和2年7月1日～１２月31日累計実績　五十音順・敬称略）

5口
一般財団法人タイム技研社会貢献委員会
㈱メディケア
㈲吉田建設
3口
アイシン電気本店
㈱インディペンデントインキュベータ
米正商店
㈲髙義自動車
㈱扶桑クリーン社
扶桑自動車㈱
2口
㈲青山新聞店

（税）片山税務会計
㈱名古屋モウルド
1口
愛知北農協扶桑支店
㈱アイワ不動産
青山工業㈱
アサヒフォージ㈱
旭有機材㈱
あまの歯科クリニック
㈱一宮福祉サポート
伊藤建設㈱
永光建設㈱
(医)江口医院
㈱江口商事
大垣共立銀行扶桑支店

大垣扶桑紡績㈱扶桑工場
からだ元気治療院 江南・扶桑・大口店
㈱キクチ商会
ぎふ初寿司愛岐分店㈲
キューコーポレーション㈱
㈱キョーワテック
キヨネ企画㈲
㈲くらち
㈲近藤モータース
後藤事務所㈱
㈲サインデコ
㈲サカエ
㈱沢木設計事務所
沢木電機㈱
㈱サン・ゴトー
シオン(株)
㈱システム技研
十六銀行扶桑支店
(医)真善会　神尾外科
西洋フード・コンパスグループ㈱
大恵建築㈱
㈲高瀬新聞店
㈱中京ｸｯｷﾝｸﾞ
中部技研サービス
㈱長江電機
名古屋銀行扶桑支店
名古屋実業㈱
日本デコラックス㈱

㈲丹羽技研
㈱白帝社
㈱ハニダ
㈱ファンシーランド にぎりの徳兵衛扶桑店
㈲フジセイ工業

（公社）扶桑町シルバー人材センター
㈱ふそう特印
㈱ボウサイエンジニアリング
マルイ呉服店本店
㈲丸恭オオウエ
㈲マルマン
㈲円和ホイスト
㈲水野鉄工所
㈲溝口製作所
ムラセ印刷㈱
㈱名実化工
㈱名洲電機
㈱弥誠
(医)山田整形外科
㈱ゆたか堂
㈱防災サービスセンター
マルシン化工
メイコー医療
山﨑電機㈲
㈲和高工業
和田建設㈱

法人会費（累計実績）

（令和2年11月1日～１２月31日　五十音順・敬称略）法人会費

3,793,139 円
3,021,532 円

271,500 円
58,536 円
15,250 円

426,321 円
540,451 円

1口 ㈲近藤モータース ㈲和髙工業
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総合福祉センター入館時のお願い 支えあい活動に
ご協力ありがとうございました

避難をサポートするチ
ーム”ひなサポ”の歩み
もぜひ扶桑町社協のホ
ームページでご覧くだ
さい！

いただいたマスク
合わせて２０73枚！

まち・ひとに愛情をもつ皆様の美しい心を子どもたちは受け継いでいきます。
３月３１日までフードドライブは期間を延長して募集いたしておりますので、
引き続きあたたかな善意をよろしくお願いいたします。
※食料が欲しい方に白米、クラッカー等をお渡しできます！お気軽にお越しください。

現在、総合福祉センターではコロナウイルス感染対策を実施のうえ開館しております。
入口で消毒を行った後、天井に設置されたサーマルカメラの下を通ってご入館ください。
通られる際は前髪を上げる、帽子をとるなど、おでこを出して検温実施にご協力お願いいたします。
※37.5 度以上の熱のある方の入館をご遠慮いただいております。
※詳しくはホームページ（URL:https://www.fuso-syakyo.com）をご覧ください。

マスク・浴衣・介護用品等の募集は１２月３１日をもちまして終了いたしました。
皆様からのたくさんの善意をお寄せいただき大変ありがとうございました。

みんなでつくろう！
地域の支え合い座談会を開催しました。

犬山市の西楽田団地の支え合いの視察のご報告
と意見交換を行いました。
また、座談会の方向性について意見が出ました。今
後、住民の中から座談会の運営委員、リーダーを決め
て進めていってはどうか、など積極的なご意見が出て
おられました。

高雄地区座談会

地域の高齢者の見守りや居場所の話を中心に話
し合いました。参加者から「簡単に集まれる場がある
といいな」という声が出ておられました。
現在は喫茶店が高齢者の居場所になっているとい

う声もあり、行けば誰かに会える場になっているとの
話もありました。

南山名・山那・小淵地区座談会

必要としている方へ合わせて
５１４枚寄附いたしました！

町内外から１３２件、食事数にして１０００食分以上の
善意の寄附をいただきました！

福祉施設等へ１２５件、約９５０食分お渡しすることが
できました！

フードドライブ

浴衣 介護用品
災害時等にお風呂利用者の緊急避難を身軽に
するため募集し、浴衣２５着、結び紐３０本
ご寄附いただきました。

扶桑苑様にお受け取りいただきました！

（２０２０年５月から１２月までの累計寄附数・実績数を掲載させていただきました。）

皆様の寄附は地域福祉への贈り物

マスク
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扶桑苑様にお受け取りいただきました！

（２０２０年５月から１２月までの累計寄附数・実績数を掲載させていただきました。）

皆様の寄附は地域福祉への贈り物

マスク



扶桑町社会福祉協議会　指定訪問介護事業所
介護認定（要介護・要支援・事業対象者）を受けた利用者様一人一人に寄り添
い、住み慣れた自宅で自立した生活が送れるように、身体介護（オムツ交換・
移乗介助など）・生活援助（掃除・買い物など）を行っています。ヘルパーが少
しお手伝いしたり、ヘルパーと一緒に作業することで利用者様の自宅での生
活が充実したものなるようにヘルパー全員日々努力しています。

訪問看護とは

そしてご家族も支えたい

訪問リハビリ職員の募集

問合せ：TEL 0587-93-9290
担当者：尾関

一緒に働いて下さる登録ヘルパーを
募集しています。
楽しく、働きやすい職場です。
気軽にお問い合わせください。

しお手伝いしたり、ヘルパーと一緒に作業することで利用者様の自宅での生
活が充実したものなるようにヘルパー全員日々努力しています。

訪問看護ステーション通信
自分らしく安心して生きることを支えます

看護師や専門職（リハビリ）などがかかりつけ医の指示に基づいて、在宅で療養されている方の
ご家庭へ定期的に訪問して介護や療養の支援を行います。

・ご飯があまり食べられなくなった。よく転ぶようになった。
・排泄で寝具を汚してしまう。
・入院、退院を繰り返しているけど、できるだけ長く家で過ごさせてあげたい。

介護で悩んでいることはありませんか？　
悩みを気軽に相談できる、そんな関係づくりを目指しています。
どうしたら良いか悩んでいる、そんな時は一度、連絡してください。
担当のケアマネさんやかかりつけのお医者さんに訪問看護の相談をして
みてください。

自宅での訪問リハビリの様子

お問い合わせ：TEL 0587-91-1181 担当：北折

訪問看護ステーションからご利用者様のご自宅に訪問してのリハビリです。
資格:理学療法士　
勤務日数：1日1件からでもOK。1件の訪問は40分程度です。
勤務時間：8時30分～16時00分内で応相談。
自宅からの直行直帰でも大丈夫。タブレットで記録報告情報共有ができます。

生活福祉資金貸付制度のご案内
●生活福祉資金とは●

他の資金の借り入れが困難な所得の低い世帯や障害者・高齢者世帯の方がいらっしゃる世帯にご
利用いただくための制度です。

それぞれのご事情と段階に応じて包括的・継続的な個別相談支援を行い、相談者の困りごとに合わ
せてプランを作成して自立に向けた支援を行う「生活困窮者自立支援制度」とも連携しています。

総合支援資金（低所得世帯）、教育支援資金（低所得世帯）、福祉資金（低所得世帯、障害者世帯、高齢
者世帯）、不動産担保型生活資金（高齢者世帯）があります。
●利用について●

相談や受付は、市区町村社会福祉協議会で行い、県社会福祉協議会に申請します。　
申請すると、県社会福祉協議会の審査委員会で審査され、貸付がされるかどうか決定されます。
このため、貸付決定・貸付金の交付は、受付時、その場では行われません。
貸付条件等、詳しくは、扶桑町社会福祉協議会（TEL:93-4300）にお問い合わせください。

●その他●
この資金は、資金ごとに定められた条件があり、誰でも理由を問わず借りられる制度ではありません。
また、使途や目的に応じた貸付制度ですので、条件に合わない場合や必要な書類が用意できない場

合等は、利用できません。

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

緊急小口資金
対象者 ： 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な 
  生計維持のための貸付を必要とする世帯
  ※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
貸付上限額 ： ２０万円以内 償還期限 ： ２年以内
据置期間 ： １年以内 貸付利子・保証人 ： 無利子・不要

総合支援資金
対象者 ： 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活 
  の維持が困難となっている世帯
  ※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
貸付上限額 ： （二人以上）月２０万円以内 据置期間 ： １年以内
  （単身）　　月１５万円以内 償還期限 ： １０年以内
貸付期間 ： 原則３月以内 貸付利子・保証人 ： 無利子・不要

※相談は予約制となっておりますので、扶桑町社会福祉協議会（TEL：93-4300）までお問い合わせ
ください。

※申請期間は令和３年３月26日(金)までとなりますので、ご注意ください。
また、他機関の支援等も案内できる場合がございますので、ご相談ください。
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２０２１年も扶桑町社会福祉協議会は 
【誰もが安心して暮らせるまちづくり】をめざして活動してまいります。

２月９日(火）１０日(水）イオンモール扶桑にて「社協展示会」を開催します告知！

サンタが家にやってきた！

2020年12月24日(木）に、
ご家庭で用意いただいたプレゼントを

サンタクロースが子どもたちの
ご自宅にお届けしました！

幼稚園の発表会
がんばったね。
かっこよかったよ！

いつも兄弟なかよく
しているね♬

朝と夜の決まり
がんばっているね★

感染症対策しながら
楽しさを届けにきたよ♪
3人なかよくすごしてね☆

午前10時～午後5時
扶桑町総合福祉センター 3階 おもちゃ図書館
3歳位（保育園等入園前）までのお子様と保護者の方

ご利用ください

赤ちゃん絵本プレゼント

心配ごと相談 ※予約ができます。
予約された方を優先と
させていただきます。

2月5日（金）・19日（金）・3月5日（金）・19日（金）

※予約（2月分は2月1日から、3月分は
3月1日から）が必要です。
初めての方を優先させていただきます。

法律相談

おもちゃ図書館

「声の広報」

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止する場合が
ございます。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止する場合が
ございます。

利用を中止
しています。

お祝いごとや香典のお返しを扶桑町の福祉のためにご
検討ください。
ご寄附いただきました方には、本会会長名を入れた礼
状をご用意させていただきます。

慶弔のお返しの一部を
まちの福祉のために

役立てていただけませんか

午後1時30分～4時30分
扶桑町総合福祉センター ２階 相談室

2月22日（月）・3月22日（月）
午後1時30分～4時30分
扶桑町総合福祉センター ２階 相談室

新型コロナウイルス感染拡大防止
のため誠に勝手ながら、今年度以
降の食事サービスは中止とさせて
いただきます。ご理解賜りますよう
お願いいたします。

食事サービス


