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地域福祉の充実に向けて
配分団体募集のお知らせ
共同募金会恵那市支会では、令和3年度分共同募金の配分を希望される団体を募集します
対 象 団 体

市内で社会福祉を目的とする事業を行う民間社会福祉団体
社会福祉法人、NPO法人、福祉団体、学童保育実施団体など
(定款及び会則等に社会福祉を目的として設立された団体であることが明記されていること)

配分対象事業

施設の修繕、事業運営に必要な車両購入など
（令和3年度実施事業）
※対象とならない事業

・介護保険による介護サービス事業 ・他の補助金を受けて行う事業
・借入金の償還または利息の補てん、運営費及び事業の管理に伴う人件費など
募 集 期 間

令和2年度4月下旬〜5月下旬（予定）

問 い 合 せ

岐阜県共同募金会恵那市支会(恵那市社会福祉協議会内) TEL 0573-26-5221㈹

この広報紙は共同募金の配分金により作成しています。
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地域のボランティアさんやボランティア団体の活動
を 支 援 するこ と な ど を 目 的 に ︑次の よ う な 活 動 を
行っています︒

おもな活動

〇ボランティアの育成・支援

傾 聴 や 音 訳 ボ ランティア︑学 生 ボ ランティアな どの育
成支援を行っています︒

〇福祉体験学習の支援

市内の小中学校へ出向き福祉学習のお手伝いをしてい
ます︒

〇災害ボランティアセンターの運営・訓練

災害発生時に備えた各種訓練の実施︒

〇 恵那市ボランティア連絡協議会との連携

市 内 ボ ランティア団 体の連 絡 会 や 活 動 な どの支 援 を
行っています︒

〇ボランティア保険窓口業務

ボランティア活動に関わる保険を取り扱っています︒

〇ボランティア相談業務

ボランティア活動参加のご希望やボランティア募集な
どの相談に応じ︑
マッチング 調(整 を)行います︒

一緒にボランティアしませんか？

市内のボランティア団体では︑活動に参加する仲間を随時
募 集 していま す︒女 性 は も ち ろん︑男 性 も 大 歓 迎です︒活
動の内 容 は 様々ですので︑お 気 軽にお 問い合 わ せ く だ さ
い︒

ボランティア・市民活動支援センターってどんなところ？

活動紹介
令和元年度ボランティア登録件数（令和2年2月末現在)
ボランティア登録団体 ...................................102団体（4,017人）
個人ボランティア登録数 ...................................... 72人 ボランティア・市民活動支援センター
ボランティア相談対応件数 .................................. 51件 マスコットキャラクター ボランちゃん
福祉学習のサポートボランティア

市内小中学校で福祉学習の出前講座を開催しています。福祉学習をお手伝い
をしてくださるボランティアさんを随時募集しています。ボランティアの内容は、高
齢者擬似体験
や 車 いす 体 験
の補助です。詳
しい活動内容や
参加方法などに
ついては下記ま
でお問い合せく
ださい。
点字体験
（長島小学校）
白杖体験
（中野方小学校）

福祉フェスティバル（6月）

毎年健幸フェスタinえな内にて、恵那市ボラ
ンティア連絡協議会と活動紹介や体験イベ
ントなどを行っています。
問い合せ

災害ボランティアセンター設置訓練（9月） 台風19号災害義援金街頭募金（11月）

大規模災害の発生に備えて、市や社協職員
が参加しての災害ボランティアセンター設置
運営訓練を行いました。

集まった義援金339,057円を、共同募金会
を通じて被災地へ届けられました

恵那市ボランティア・市民活動支援センター(恵那市社会福祉協議会地域福祉課) TEL 0573-26-5221㈹
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ひとりで悩んでいませんか?

社協の相談窓口を紹介します
息子が
ひきこもって
いるんですが…

仕事のことで
悩んでいるん
ですが…

社協では、生活の中のさまざ
まな課題や悩みごとなどの相
談窓口を設けています。ひとり
で悩んでいる方、まずは相談
してみませんか？

福祉なんでも相談
「福祉に関する相談やサービスを利用したい」
「家族が働かないで家にいる」
「外に出たいけど、行く場所がない」など、福祉に関
する不安やお悩みに社会福祉士等の専門職が対応します。専門的解決を要する場合には、
より適切な相談窓口やサービスの申
込先を紹介しています。匿名での電話相談や社協ホームページ内の問い合せフォームによるメール相談も受け付けています。
窓口 地域福祉課 相談窓口 TEL 0573-25 - 6424（直通）メール soudan@ena-shakyo.or.jp

市内各地域を訪問して
相談会を行っています

4 23
月

日 木 15：00

13：00〜

串原福祉センター

予約
優先

生活や仕事に関する相談

介護相談

生活の悩みや経済的な困りごとを抱えている方、どこに相談
すればよいかわからない方などを対象に、個々の状況に合わ
せて、相談支援員が一緒に考えながら解決に向けてサポート
します。ご家族のひきこもりに悩んでいる方や、近所に心配な
方がいるなど、周りの方からの相談も受付けます。また、ご自
宅など慣れた環境での訪問による相談も受け付けています。

介護を必要とする高齢者やそのご家族などに対して、介
護に関する相談や保健、福祉サービスの紹介、行政機関
などとの連絡・調整などを行います。将来の介護に備え
てのご相談や介護に関するお悩みなども受け付けてい
ます。

窓口 生活・就労サポートセンター
（地域福祉課内）
TEL 0573-25 - 6424（直通）

窓口 恵那市社会福祉協議会内
TEL 0573-20-3180（直通）
FAX 0573-20-3181

恵那市役所（社会福祉課内）
TEL 0573-26 -2214（直通）

障がい者相談

ボランティア相談

障がいのある方が、慣れ親しんだ地域で安心して日常
生活または社会生活を営むことができるよう、関係機関
と連携した支援体制でサポートします。
ご本人とそのご
家族が地域で安心して暮らすことができるよう寄り添
いながら支援を行います。電話での相談や外出できな
い方には、訪問相談も行っています。

これからボランティア活動を始めてみたい方や、ボラン
ティアサークルに参加してみたい方などに、参加可能な
活動の紹介や、地域のボランティア団体とのマッチング
を行っています。
また、ボランティア保険の申し込みも受
け付けています。詳しくはお問い合せください。

窓口 恵那市ボランティア・市民活動支援センター

窓口 地域福祉課 相談窓口
TEL 0573-25 - 6424（直通）

（地域福祉課内）
TEL 0573-26 -5221
（代）
FAX 0573 -26 -5701

恵那市役所（社会福祉課内）
TEL 0573-26 -2212（直通）
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をありがとう

ボランちゃん

（令和2年2月受付分・順不同）

善意のご寄付
・宮地 保 様（岩村町）.............................. 100,000円

・安江 朗津 様（中野方町）.......................... 50,000円

・飯髙観音萬勝寺 代表役員 悲佐田 祥浩 様（山岡町）... 100,000円

・一市民 様（長島町）................................. 10,000円

・飯髙観音萬勝寺 善意の箱 様（山岡町）...... 54,347円

・近藤 良彦 様（中野方町）........................100,000円

・タックメイト松屋 ご来店のお客様（岩村町）... 5,473円

・渡邉 榮三 様（三郷町）...........................100,000円

・伊東 なな子 様（中野方町）.................... 100,000円

・牧野 幹夫 様・幸子 様（長島町）................. 50,000円

・柘植 さき 様（中野方町）......................... 50,000円

・第30回恵那市伝統芸能大会
だんまり出演者御一同 様
.................... 46,046円

亡 きり 様のご冥福をお祈りいたします 岩村支部へ

亡 恵美子 様のご冥福をお祈りいたします 中野方支部へ

山岡支部へ

社会福祉事業へ

山岡支部へ

亡 良蔵 様のご冥福をお祈りいたします 中野方支部へ

岩村支部へ

亡 志津江 様のご冥福をお祈りいたします 三郷支部へ

亡 光成 様のご冥福をお祈りいたします 中野方支部へ

亡 逸三 様のご冥福をお祈りいたします 社会福祉事業へ

亡 盛次 様のご冥福をお祈りいたします 中野方支部へ

・田中 圭子 様（大井町）.......................... 100,000円

社会福祉事業へ

社会福祉事業へ

物品のご寄付
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・ユニー株式会社 小さな善意で大きな愛の輪 運動
ピアゴ恵那店 店長 村瀬智幸様 ............... 42,006円

・一市民 様（笠置町）................................... 紙おむつ

社会福祉事業へ

・一市民 様 ............................................... 郵便切手

・一市民 様.............................................. 10,000円

・ケアサポート クローバー 様 ................. 介護用品多数

社会福祉事業へ

児童センター からのお知らせ
親子教室会員募集まだまだ間に合います 4/18

まで

土

児童センターの親子教室入会式を、4月22日
（水）
、23日
（木）
、24日
（金）
に開催します。申込いただいた方
へ、後日詳細とあわせて参加に該当する日程・時間をお知らせします。
申し込み

各児童センターに設置の申込用紙をご記入のうえ、
4月18日までに参加を希望する児童センターへ
提出してください。申し込み用紙は社協ホームページ内にも掲載しています。

赤ちゃん教室

よちよち 100円
参加費

大井児童センター
内容

ふれあい遊び

4月 21日 火 10：30〜
講師

熊崎佳代先生

中野児童センター
内容

リトミック

4月7日 火 10：30〜

講師

安保優子先生

ブログ掲載中

※新型コロナウイルス感染予防の状況や方針などにより中止・延期となる場合があります。
問い合せ・申し込み

大井児童センター TEL 0573-25-6493 中野児童センター TEL 0573-26-3878

スマホの方はこちら

福祉車両贈呈式 を行いました

福祉センターの使用料が一部改正されました

3月10日、公益財団法人日本財団からの助成
を受け明智デイサービスセンターに配備する送
迎用福祉車両が納車されました。

■利用料金の改正
4月1日から恵那市内の公共料金の見直しの一環として、一部利用
料金が改正されました。
改正があった施設は、恵那市福祉センター及び明智福祉センター
です。改正の内容については、各センターへお問い合わせください。

■減免制度の見直し
18歳以下と75歳以上の団体が利用する冷暖房等の使用料が、5割減額
（現行
は免除）
に改正されました。
問い合せ

恵那市福祉センター 恵那市大井町727番地11 TEL 0573 -26 -5221（代）
明智福祉センター 恵那市明智町1090 TEL 0573 -54 - 4820（代）
ホームページアドレス https://www.ena-shakyo.or.jp

環境にやさしい植物油インキと
再生紙を使用しています
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