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第53回
瑞浪市社会福祉大会

表彰式典 記念講演

稲川淳二さん
タレント・工業デザイナー・怪談家

障がいのこどもを持つ親として、
これまで歩んできた道のりとその間の苦難、苦悩、
思いやこれからの希望などについてお話しします。

【プロフィール】
桑沢デザイン研究所を経て、工業デザイナーとして活動。
1996年通商産業省（現・経済産業省）選定グッドデザイン賞「車どめ」を受賞。
その一方で、タレントとして、ワイドショー・バラエティー・ドラマと多くのメディアに出演。
また、近年の怪談、ホラーブームの火付け役の1人として自他共に認める“怪談家”でもあり、
若者からお年寄りまで広いファン層も持つ“稲川淳二の怪談ナイト”の全国ツアーは
今年、27年目を迎えライフワークとなっている。
思うところがあり、55歳を区切りとして、17年前からテレビ出演は夏だけとして、
バリアフリー関連の講演、ボランティア活動、デザイン、と心霊探訪に時間をさいている。

瑞浪市総合文化センター 文化ホール
主催／瑞浪市社会福祉協議会　瑞浪市　岐阜県共同募金会瑞浪市支会

＊入場整理券（全席自由）は12月14日（金）より市民福祉
センター（ハートピア）、総合文化センター、老人憩い
の家、子ども発達支援センター、児童館・児童センター
にて配布しております。

入 場 無 料

瑞浪市社会福祉協議会
TEL 68-4148  FAX 68-4173

第 1 部
＊式典の途中入場は
　できません

午後1：10 開式 第 2 部 午後2：00～ 3：30

お 問 合 せ

講 師

記 念
講 演

手話通訳がつきます

入 場 整 理 券 が 必 要 で す

命・大切に、
   思うこと
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№ 231
みずなみ

社協だより

この広報は、共同募金の協力により
発行しています。



グループホームささゆり
心音ケアセンター瑞浪
㈱イトウ建材店
㈲木田自動車
医療法人仁優会土屋歯科医院
こせき醫院
美濃窯業㈱
医療法人恵成会嶋崎内科医院
㈱中央ミネセラム
㈱橋本組
㈲つちや家具
㈱オートビークル土屋
㈱東濃マシンツール
橋本接骨院
㈱井澤商店
㈱ dii
㈲瑞峰造園

㈱高田商会
㈲大竹商店
岩垣産婦人科
㈱イサジ
㈱松野屋商店
医療法人仁愛会瑞浪病院
㈱髙嶋礦業社
合資会社大西商店
岩島医院
キリヤ商事㈱
㈲小田水道工業
東濃石油㈱
㈱ツノガイ不動産
㈱与志多
㈱三共パッケージ
東濃眼科
LIXIL リフォームショップ板垣建設
ありが印刷㈱
㈱中央ビジネス

瑞浪商工会議所　
特別養護老人ホーム千寿の里
㈱十味惣
㈱瑞浪日石
㈲工藤葬具店
瑞浪精機㈱
サン・ササキ佐々木九十郎
㈲トラステック
パーク法律事務所
LE・BOUCHON JAPON S.A.R.L
昭和建物管理㈱東濃支店
㈱ヨータイ瑞浪工場
㈲加納設備
㈱ホンダカーズ瑞浪　
大東酒店
瑞浪会計事務所
㈱イトウトレーディング
瑞浪市自家用車組合
㈱アルペン（GOLF5 カントリー瑞浪コース） 

瑞 浪 地 区

地区名 世帯数 会員数 加入率 金　　額
瑞　浪 ３，４０３ ３，３４０ ９８ ２，１４３，５００
土　岐 ２，０９６ １，９２３ ９２ １，５０７，０００
明　世 ５０５ ４９５ ９８ ４３２，０００
稲　津 １，２２４ １，１９７ ９８ １，１９７，０００

陶 １，１７４ １，０３３ ８８ ７８４，０００
釜　戸 ９０６ ８８３ ９７ ８３０，０００
日　吉 ７０８ ６４１ ９１ ６２９，５００
大　湫 １２１ １２６ １０４ １２６，０００
合　計 １０，１３７ ９，６３８ ９５ ７，６４９，０００

一般会費（各世帯）	 ７，６４９，０００円
特別会費（事業所）	 ６３３，０００円
賛助会費（福祉団体）	 ８２，０００円

	 8,364,000円　（平成30年11月30日現在）総　額

特別会費 （１口：3,000 円以上　敬称略・順不同）

一般会費 （１口：500 円）

社協会費へのご協力　ありがとうございました

（※世帯数は平成30年４月１日現在）
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丸理印刷㈱
㈲倉内
瑞浪ダイハツ㈱
㈱南波鉄工所
森本歯科医院
フラワーショップアン
瑞浪建築板金協業組合
東濃厚生病院
市原製陶㈱

協同組合メイト
 ㈱アイランドジー・アイ
伸永建設㈱
㈲伊藤製作所
中京学院大学
㈲マツイデンキ
㈲三輪製作所
㈱キマタ薬局
㈱今井土木
カクカ陶料㈱
㈱アイシー化工

瑞豊食品㈱
㈲愛岐東和警備
小木曽歯科
㈲中部環境
東濃自動車工業㈱
鈴一物産㈱瑞浪営業所
合資会社新光自動車工業所
㈲前川新聞店
金田眼科クリニック
柴田陶器㈱

土 岐 地 区

日下部接骨院
アンドウ美容室
㈱生活の木
太陽フリット㈱

丸昭釜戸鉱業協同組合
㈲丸三工業所
㈱龍森岐阜
塚田婦産科院
水為商店
釜戸興業㈱

東海クレー工業㈱
真生化工㈲
丸釜釜戸陶料㈱
藤田食用菌研究所
㈱今井屋

釜 戸 地 区

㈲カタノピッグファーム
㈱東濃ブロイラーセンター

㈱中仙道
農事組合法人大湫機械化営農組合

大 湫 地 区

㈲藤井モータース
㈲中村電機水道
㈱キスイ工業
㈱ベルキッチン
㈱ヤマイチ
山十商事㈱

恵那陶磁器工業協同組合
恵陶原料工業協同組合
㈲山カ匣鉢製造所
㈲マルモ加藤陶器
㈱ OTK
㈱加藤鉄工所
㈱東濃分析センター
陶栄自動車㈱

大塩歯科医院
㈱クラウンカントリークラブ
㈱丸勝
㈲スエ電気工事
㈲藤田建設
中新製菓㈱瑞浪工場
西尾医院

陶 地 区

㈱深山
瑞浪シリカ協業組合　
㈱丸新
小里消費生活協同組合

㈱ながしまプランニングオフィス
㈱ゴトウブロイラー
㈱鈴木石油店
カネ利陶料㈲
勝股医院
介護老人保健施設ひざし

㈱西尾建設
学校法人廣池学園
㈲岩島木工
㈱山善製陶所
㈲丸哲鉱業所

（社福）五常会特別養護老人ホームみずなみ瀬戸の里

稲 津 地 区

東濃中央クリニック
東濃クリニック

㈱東岐空調
㈲中山総合保険事務所
㈱野平木材
瑞浪エコパック㈱

㈱東濃健康生活センター
東濃炉材㈱
㈱ブリッジ

明 世 地 区

中工精機㈱
㈲カテロン工業

㈱早川土木
㈱エムビー工舎瑞浪工場
㈱美濃椎茸
㈱渡辺石材

トヨタ瑞浪開発㈱
サンエッグファーム㈱瑞浪第２農場
㈱大地

日 吉 地 区

皆様からの会費は、社協と社協支部の事業に使わせていただきます。
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今年も「歳末たすけあい募金」の配分事業として、ひなたぼっこのつどいを開催しました。
このつどいは、市内在住で７０歳以上のひとりぐらし高齢者を対象とし、各支部が趣向を凝らした

出し物と心のこもったおもてなしで１日楽しんでいただくものです。
「あ～今年も来れたわぁ。」「楽しかったわ。」「来年も参加できるように、元気でおるわ。」とみなさ

ん笑顔いっぱい、楽しい思い出いっぱいで帰路につかれました。

「私もひとりぐらしなのに、誘われたこと
がない！」という方がいらっしゃると思いま
す。この「つどい」への参加は、瑞浪市社会
福祉協議会に登録していただく必要がありま
す。登録については、地域の福祉委員さん・
民生委員さんまたは社会福祉協議会にご相談
ください。

ひなたぼっこのつどい
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デイサービスでの活動の様子を家族の皆さんにも知っていただきたい。また、家庭の中で
の利用者さんの状態を知りたい。という目的で開催しました。

福 寿 荘
当日は、福寿荘で毎回お出ししている手作りのおやつをバイキング形式で食べていただき

ながらゆったりと、気軽におしゃべりしました。
また、地域包括支援センターの職員に来ていただき、今受けられるサービス、これからの

状態に合わせたサービスの活用法など教えていただきました。みなさん興味深く聞いておられ
ました。
その後も職員らと家庭での様子、困っていることなどいろいろなお話ができ、有意義な時

間を過ごしていただきました。

桜 寿 荘 ・ さ く ら
生きがいデイサービスと障害者デイサービスの「合同家族のつどい」を開催しました。
当日は、まずコーヒー・ココア・紅茶などのドリンクとどんぐり工房のパンを一つ選びな

がら、おしゃべり。その後、今流行の『ハーバリウム』と『保冷材を利用した芳香剤』を作り
ました。
完成品の美しさに大歓声！わずかな時間ではありましたが、普段話せない介護の悩みを打

ち明けあったり、一生懸命製作に取り組んだり。毎年参加の方も、初めて参加の方も、みなさ
んにとって良い時間を過ごしていただけたのではないかと思っています。今後も毎年開催して
いく予定です。

デイサービス利用者家族のつどい
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人生 100歳時代と言われます。今後、安定した生活を続けていく
ための生活設計はできていますか？

消費税をはじめとする各種税金や介護保険料、医療費などの上昇、
冠婚葬祭などの急な出費も考えられますね。

この講座で、現在の状況を把握し、今後安心した生活が送れるよ
う考えてみませんか？お申込みお待ちしています !!

～安心した生活を送るため、知っておきたいお金の話～

～さぁ、趣味の世界を広げてみませんか？～
おいしいコーヒーや手づくりの料理で家族をアッ！と言わせてみませんか？今年は新たにそば打ち

体験を実施します (*^_^*)  みんなで楽しみましょう！！

　　　　　　　12 名（市内在住の 50 歳以上の男性）
　　　　　　　☆昨年参加者の申込みも OK です !! 但し、新規の方を優先させていただきます☆

　　　　　　　2,000 円（5 回分です。初日に集金します。）
　　　　　　　3 月 1 日　お気に入りのコーヒーカップ 1 つ
　　　　　　　3 月 5 日・8 日・12 日・15 日　エプロン・マスク・頭おおい・ハンカチ
　　　　　　　瑞浪市社会福祉協議会　☎ 68-4148　（2 月 15 日 締め切り）

定　員

参加費
持ち物

申込み

日にち 時間 場所 内容
1 3 月　1 日（金） 13:30-15:30 ハートピア コーヒーの淹れ方
2 3 月　5 日（火） 10:00-13:00 地域交流センターときわ 本格的パン作り
3 3 月　8 日（金） 10:00-13:00 地域交流センターときわ 和のおもてなし料理
4 3 月 12 日（火） 10:00-13:00 地域交流センターときわ スパイシーカレー
5 3 月 15 日（金） 11:00-12:30 道の駅らっせいみさと そば打ち体験

アクティブメンズ講座

あんしん生活講座

　　　　　　平成 31 年 2 月 22 日（金）19:00~21:00
　　　　　　市民福祉センターハートピア　2 階研修室
　　　　　　グッドライフ設計塾　菅田 芳恵さん
　　　　　　市内在住、在勤のおおむね 50 歳～ 70 歳の方
　　　　　　30 名（申し込みが必要です。２月 15 日まで。）
　　　　　　瑞浪市社会福祉協議会　☎ 68-4148

日　時
場　所
講　師
対　象
定　員
申　込
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　毎日の介護、お疲れ様です。
　月に一度、ゆっくりおしゃべりをしたり勉強しながら、日々の介護の息抜
きができれば、と考え実施しています。
　介護者同士だから分かり合えることも多いと思います。
　申込の必要はありません。お時間のある時にぜひ一度お出かけください。

日　　時 内　　　　　容 会　　　場

　1月20日（日）
13:30～15:00 コーヒーを飲みながらのんびりしましょう。 ハートピア多目的室

　2月20日（水）
13:30～15:00 コーヒーを飲みながらおしゃべりしましょう。 ハートピア多目的室

3月20日（水）
13:30～15:00

腰を痛めない介助の仕方や
介護の方法を学びましょう。 ハートピア多目的室

＊いずれも、参加費は 100 円です。

　「ささエール」とは、会員の介護予防を目的として、福祉施設や高齢者宅などで活動していただく
もので、1回の活動（1～2時間）につきポイントが付与され、ポイント数に応じて商品券と交換する
ことができる制度です。
　主な活動内容は…
　　・高齢者施設でのイベントのお手伝い、話し相手、入浴後のドライヤー補助など
　　・個人宅では話し相手、ゴミ出しなど
　　・地域包括支援センターや社会福祉協議会の講座のお手伝いなど
　自分ができることを、できるときに！無理なく長く続けてほしいと思っています。
ただし…会員になるには以下の条件があります。
　　・市内在住で40歳以上。
　　・地域包括支援センター又は社会福祉協議会の
　　　講座を受講すること。
　　・地域包括支援センターで、必要事項を記入し
　　　登録すること。

介護者のつどい

あなたも「ささエール会員」になりませんか？
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瑞浪市社会福祉協議会の職員を募集します。
〇正規職員　（社会福祉士　1名程度）

受験資格 社会福祉士の資格を有する方、もしくは平成31年3月31日までに資格取得見込
みの方

受付期間 平成31年1月15日（火）以降随時
試 験 日 随時（受験者と相談の上決定）
試験場所 瑞浪市市民福祉センター「ハートピア」
試験方法 適性検査、面接試験
結果通知 試験終了後2週間前後で本人宛直接郵送
採用月日 平成31年4月1日

〇嘱託職員　（保育士・幼稚園教諭　若干名）

受験資格 保育士、又は幼稚園教諭のいずれかの資格を有する方、もしくは平成31年3月
31日までに資格取得の見込みの方

受付期間 平成31年1月15日（火）以降随時
試 験 日 随時（受験者と相談の上決定）
試験場所 瑞浪市市民福祉センター「ハートピア」
試験方法 書類選考、面接試験
結果通知 試験終了後2週間前後で本人宛直接郵送
採用月日 平成31年4月1日

●試験案内及び申込書等（正規職員、嘱託職員ともに）
　1月15日より瑞浪市社会福祉協議会事務局にて配付します。

【郵送による請求は、返信用封筒（A4サイズで宛名を記入の上、140円切手を貼付のこと）を
同封してください】
　＊その他詳細については、瑞浪市社会福祉協議会ホームページ及び試験案内をご覧ください。

〇臨時職員　（登録ヘルパー　若干名）
資格 2級ホームヘルパー以上の介護資格を有する方（介護職員初任者研修修了者も可）

勤 務 日 都合の良い曜日、時間（要相談）

仕事内容 買い物・掃除・洗濯・調理などの生活支援や、入浴介助・移動支援などの身体
介助

賃金形態 （時給）1,000円～1,500円
選考方法 書類審査と面接
受付期間 随時
提出書類 履歴書（写真添付）と資格証明書の写し

【申し込み・問い合わせ】
瑞浪市社会福祉協議会
〒509-6123　瑞浪市樽上町１-77　電話（0572）68-4148
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クイズコーナー？ ？？ ？
問題　2月22日に開催される講座の名前は何でしょう？
♥正解者の中から、抽選で３名様に「きなぁた瑞浪」の商品券（1,000円分）をプレゼントします。
応募方法　ハガキに、答え・住所・氏名・社協だよりの感想を書いて
　　　　　〒509-6123　瑞浪市樽上町1-77　瑞浪市社会福祉協議会　クイズコーナー係まで

お送りください。　＊個人情報は厳重に管理いたします。
ホームページからも応募できます。　http://www.ｍ-shakyo.org

応募締め切り　平成31年2月22日（金）消印有効
11月15日号のこたえ　　明日の君へ～幸せへのスケジュールより～
当選者　　　中島麻未様　　足立秋雄様　　古川幸子様

遠藤圭子… ……………………… 1,000,000円
しづく会… …………………………… 1,400円
瑞浪市農業祭実行委員会… ……… 28,450円…(農業祭焼き芋売り上げ)
匿名… ………………………………… 5,000円
しづく会… …………………………… 2,700円

丸釜釜戸陶料㈱　　土屋商会　　㈱東濃マシンツール　　㈱イトウ化研
㈱丸新美濃瓦　　㈱ウイセラ　　タチ医院　　老人憩いの家寿楽荘利用者
㈱ツノガイ不動産　　山村智　　溝口利子　　伊藤千津子　　化石博物館
昭和建物管理㈱東濃支店　　陶児童館利用者　　匿名２名

瑞浪市長寿クラブ連合会女性部… …………………………（タオルたくさん）

寄 付 金

古 切 手

物 品

11月１日～12月24日受付分（敬称略）
あたたかい善意　ありがとうございました。

居場所『ふらっと』やってます！！
「人と接するのがこわい…」「家にずっといても何だか退屈…」
そんな思いをお持ちの方、この『ふらっと』をあなたの居場所にしてみませんか？
ほんの少しの時間だけでもＯＫです。ぜひぜひ一度覗きに来てください (＾ o＾ )

時間はいずれも午後1時 30分から4時、会場は市民福祉センターハートピア多目的室です。
市内在住の16歳以上65歳未満でひきこもりがちな方およびそのご家族などが対象です。

今後の開催日（毎月第 2・第 4火曜日が基本）
1 月…………22日	 3 月…………12日と 26日
2月…………12日と 26日	 4 月…………9日と 23日

平成31年1月15日	 社　協　だ　よ　り	 （9）



み な ボ ラ センター

ボランティア

コーナー
No.63

いっしょに

ボランティ
アをしませ

んか

9月8日、海津市文化センターで開催された「岐阜県ボランティア・市民活動フェスティバル
2018」に瑞浪市ボランティア連絡協議会のボランティア39名と県内各地から約580名の方が参加さ
れました。
「人の出会い　ボランティアの輪　~つながるあたたかな心~」をメイ

ンテーマに、講演と分科会が行われました。地域の生活課題に取り組む
実践事例発表などから、自分たちの活動や地域をより良くしていくため
に人と人とがつながり、それを大きな輪としていくことが求められてい
ることなど、今後の活動の参考となる研修でした。

11月13、14、15日の3回で「地域支え合い講座~身近なところでちょ
こっとボランティアをしてみませんか~」と題して開催し、27名が参加
されました。

1回目は「こころとこころの架け橋講習」で、日本赤十字社岐阜県支
部健康生活支援講習指導員の米盛志のぶさんに地域における高齢者支援
活動に役立つ知識と技術を教えていただきました。また地域での支え合
いがこころとこころをつなぎ、自分が援助を受ける未来につながることや未来につながる地域での支

援活動をひとりでも多くの方が行い、それを伝えてほしいことなど話さ
れました。

2回目は「掃除と片付けのキホン」で㈱グラシアスの水野久美子さん
から、動きや動作を考えた収納法や科学的お掃除を学びました。

3回目は、社協職員が講師となり「介助講習（杖歩行の方や目が見え
づらい方の補助方法、車いす介助方法）」を学んでい
ただきました。

3回目の終わりに、地域でボランティア活動をしている
「ふくしお助け隊」の井澤功蔵さんから地域での活動の話と
会員が少ないため依頼をお断りすることがあるので、いっ
しょに活動してほしいと募集をしたところ、「ふくしお助け
隊」で活動したいという方がちょこっと増えました。
みなさんもちょこっとボランティアをしてみませんか。

岐阜県ボランティア・市民活動フェスティバル2018に参加しました。

地域支え合い講座を開催しました。
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ぼくの名前は「ポーポー」
今回は、ボランティア「てんやく瑞浪」の活動を紹介するね。
おりべ放送局の取材があったよ。見てくれたかなぁ？

　点訳ボランティアとは、視覚に障害のある方
のために、活字で書かれている書籍や雑誌、広

報誌などの内容を“点字にして伝える”ボランティアです。点
字は６個の点の組み合わせで、かな、数字、アルファベット、
各種記号も表します。
　視覚障がい者にとっての、触る文字である点字は、生活を
していくなかで情報を得るための大切な手段です。点字には
一定のルールがあり、それに則って点字に直していきます。

カレンダーやバス、ＪＲの時刻表も点字にしているよ。
ポーポーを点字にすると、

　依頼・本の選定
　点訳の依頼を受けて点訳
したり、自分達で選定した
本を点訳したりします。

１

　パソコン入力
　現在は、パソコンを使
用します。パソコンに分
かち書きの空白を入れ
ながら、ひらがなで入力
します。助詞の「は」「へ」
は、発音するとおりに
「わ」「え」と入力します。

２４

　点字を打つ
　かつては点字器を使い、
１点１点、紙に直接打っ
ていました。

１３

　完成
　バインダーにも、書名
や巻数を点字で記したラ
ベルを貼ります。

１６

　分かち書き
　文節の間に区切りとして
空白を挿入する部分に斜線
を入れます。

２

　点字を打ち出す
　点訳データを点字プリン
ターで打ち出します。

２５
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