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第 54回瑞浪市社会福祉大会
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この広報は、共同募金の協力により
発行しています。



２月１日(土)、瑞浪市総合文化センターにて、
瑞浪市の福祉推進にご尽力いただいた個人・団
体が表彰されました。表彰を受けられた皆様は
以下のとおりです。（順不同・敬称略）

民生委員・児童委員功労者
　　　　河北　徳満　　　三宅　芳明
　　　　工藤　勝彥　　　板垣　秋
　　　　酒井　孝行　　　井貝　順子
　　　　山内　智子

保護司功労者
　　　　加藤　恭子　　　林　　光明

障害者福祉功労者
　　　　髙綱　康隆

保護司功労者
　　　　大西由美子

高齢者福祉功労者
　　　　安藤　章文　　　加藤芙美子

民生委員・児童委員功労者
　　　　野﨑　朋子　　　吉村　　孜
　　　　西尾　善博　　　比留間　孝
　　　　水野　秀行　　　宮嶋　隆之
　　　　足立　賢治　　　稲垣　峰雄
　　　　鵜飼　　茂　　　加藤　敏雄
　　　　髙木　康幸　　　早瀬　克子
　　　　水野　富治　　　勝股　増夫
　　　　伊藤　照雄　　　小木曽博明
　　　　小木曽久榮　　　水野　陽子
　　　　藤田　　了　　　小栗　好文
　　　　木村　聖可　　　水野　隆尋
　　　　山口　雪子　　　小栗　　敦
　　　　小栗　育子
　　　　山内　正雄
　　　　羽柴　弥生
　　　　有賀たか子
　　　　兼松　仁美
　　　　小栗　智子
　　　　有我　千鶴
　　　　三戸美知代

地域福祉功労者
　　　　井貝　順子　　　桑原きみ子
　　　　 尾　和夫　　　大森　建生

市 長 表 彰 社 協 会 長 表 彰
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ボランティア活動功労者
　　　　伊藤　民子　　　永井　明枝
　　　　岩崎惠津子　　　足立　厚子
　　　　後藤　善克　　　村上　賀子
　　　　三宅貴世美　　　古田　朋子
　　　　中嶋　肇子　　　齋藤富士子
　　　　柴田　洋子　　　伊藤　芳子
　　　　森本貴美代　　　永井みち子
　　　　三宅　典子　　　山内　清子
　　　　小栗　孝子　　　小倉眞知子
　　　　渡邉みちの　　　小栗　洋子
　　　　日比野さとみ　　今井　紀子

社会福祉施設優良職員
　　　　日比野純也　　　日比野良美
　　　　成瀬　光生　　　大橋沙緒梨
　　　　岩島　敏彦　　　岩瀬　　恵
　　　　荒井　元子

　　　　名古屋ヤクルト販売㈱
　　　　ユニー㈱『小さな善意で大きな愛
　　　　の輪運動』ピアゴ瑞浪店
　　　　遠藤　圭子

社協会長感謝状

大会宣言を採択していただきました

大会宣言
１、地域共生社会の実現
２、地域における子育て支援
３、こころがかよう地域福祉の推進
４、災害に備え、生活支援の体制整備
５、様々な福祉課題、生活課題の予防や解決
６、共同募金の推進

＊「ともに創るふれあいささえあいのまちづくり」を基本理念に地域福祉の推進と福祉サービ
スの充実に向けて、地域住民と協働し、上記のことに取り組むことを宣言いたします。

　小島さんが経験された、摂食障害・不安障害・発達
障害などについて、具体的なエピソードを交えながら
お話ししてくださいました。
　障がいがあろうとなかろうと、皆がお互いのことを
受け入れ・理解し合うことが大切であるとあらためて
認識できる素敵なお話でした。

「家族と乗り越えた発達障害」  　　 小島慶子さん講師記 念 講 演
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令和元年度　共同募金達成額
地　区　名 共　同　募　金

戸　別　募　金 法　人　募　金
瑞 浪 1,447,350 225,000
土 岐 1,036,920 165,000
稲 津 733,800 47,000
釜 戸 532,200 72,000
大 湫 72,600 20,000
日 吉 368,300 43,000
明 世 299,400 66,000

陶 619,300 110,000
小 計 5,109,870 748,000

街 頭 募 金 475,924
学 校 募 金 149,016
そ の 他 の 募 金 565,110
小 計 1,190,050
合 計 7,047,920

令和元年度目標額　６，４２９，０００円

7,047,920円 令和元年１月31日現在
単位：円

皆様からお寄せいただいた貴重な募金は、福祉施設や団体、社会福祉協議会の貴重な財
源になっており、たとえば、学童保育所や障がい者施設の備品購入や社会福祉協議会の事
業費になっています。
市内で集まった募金の約７割は瑞浪市に配分され、３割は県内の大きな事業や被災地支

援ボランティア等に使われます。
あたたかいこころ　ありがとうございました。

～自分の町を良くするしくみ～

中央公民館文化祭ピアゴ瑞浪店オークワ瑞浪店

中京高等学校バロー瑞浪中央店愛の１円玉募金
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街　頭　募　金
中京高等学校生徒会（市内各地） 稲津町文化祭 日吉町文化祭
明るい社会づくり推進会（市内各地） 釜戸町文化祭 中央公民館文化祭
ピアゴ瑞浪店 バロー瑞浪中央店 サニーヒルズ祭
みずなみ福祉まつり オークワ瑞浪店

学　校 ・ 幼児園　募　金
陶幼児園 稲津幼児園 瑞浪幼児園 桔梗幼児園
みどり幼児園 一色幼児園 竜吟幼児園 日吉幼児園
啓明保育園 釜戸小学校

個人募金 ・ 職域募金 ・ その他
民生委員児童委員協議会 サッカー教室（サッカー協会） 瑞浪ダイハツ従業員一同
市役所内募金 地域交流センターときわ 梅村　祥世
陶技学園みずなみ荘 ひなたぼっこのつどい会場 フォークダンス同好会Xmasパーティー
サニーヒルズみずなみ 各コミュニティーセンター募金箱 木田自動車
ドリームプラザ 市民福祉センター募金箱 社会福祉協議会職員
スーパーセンターオークワ瑞浪店 社協施設内募金箱 赤い羽根マッサージ機
民生委員児童委員協議会役員会 樽上児童センター（どうぞの日） 赤い羽根自動販売機

法　人　募　金
瑞浪地区
ありが印刷(株) 岩島医院 大西商店 平和コーポレーション(株)
(株)高田商会 (株)中央ミネセラム (有)トラステック 瑞浪精機(株)
(株)松野屋商店 瑞浪会計事務所 イトウトレーディング (有)東濃マシンツール
(有)木田自動車 柴田陶器(株) 東濃石油(株) こせき醫院
(有)工藤葬具店 (株)橋本組 美濃窯業(株) デイサービスやさしい時間木かげ
(株)オートビークル土屋 カクカ陶料(株) (株)十味惣瑞浪工場 司法書士法人たなか事務所
土屋歯科 有限会社エスランケア (有)イタガキ商事
土岐地区
(株)アイランド　ジー・アイ 伸永建設(株) 瑞浪建築板金（協） (株)キマタ薬局
瑞浪ダイハツ(株) (有)前川新聞店 (有)三輪製作所 丸理印刷(株)
みずなみアグリ(株)きなぁた瑞浪 岐阜県厚生連　東濃厚生病院 金田眼科クリニック ミツハラ防水(有)
(株)今井土木 内田電気商会 味の北龍 市原製陶(株)
小木曽歯科クリニック (有)中部環境 (有)極楽屋 (株)平子商店
陶地区
(有)中村電機水道 マルモ加藤陶器(有) (有)門野モータース 羽柴電気工事(株)
(株)山善製陶所 (有)藤井モータース 陶栄自動車(株) 恵陶原料工業協同組合
(株)クラウンカントリー (株)ヤマイチ 恵那陶磁器工業協同組合 介護老人保健施設　ひざし
稲津地区
(株)ながしまプランニングオフィス (株)西尾建設 (株)深山 (株)丸新
小里消費生活協同組合 瑞浪シリカ（協）
釜戸地区
東海クレー工業(株) 日下部接骨院 アンドウ美容院 (株)龍森　岐阜営業所
塚田雄三 太陽フリット(株) (株)生活の木 (有)岐阜セラミック
大湫地区
（医）仁誠会　大湫病院 大湫機械化営農組合
日吉地区
(株)早川土木 サンエッグファーム(株)瑞浪第２農場 (株)美濃椎茸 中工精機(株)
(株)大地
明世地区
野平木材(株) (株)東濃健康生活センター (有)加納設備 太陽社電気(株)瑞浪工場
(有)あいケアー (株)東岐空調 東濃クリニック (有)中山総合保険事務所

(敬称略）

(敬称略・順不同）
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瑞浪市子ども発達支援センター
ぽけっと 「相談室」のご案内

当相談室では、０～18歳までの子どもさんの発達に関する相談を行っています。
子どもさんの発達で、「ちょっと気になる…」と心配になっていることはありませんか？
お家の方だけで心配を抱え込まず、お子さんに合った接し方を一緒に考えていきましょう。
当センターでは、いろいろな相談を受け付けています。

＊相談は、個別に対応させていただきます。
＊必要に応じて、他の機関への紹介も行います。
　まずはお電話を下さい。相談希望日時などをお聞きします。
　（電話での相談も受け付けています。）
＊当センターの相談や通所を終了された方も、心配があれば是非ご相談下さい。

住　　所　：　瑞浪市寺河戸町１１４９－１（瑞浪駅裏）
電　　話　：　４４　－　８１７７　
相談受付日時　：　毎週月～金（祝日を除く）　午前８時30分～午後５時

瑞浪市子ども発達支援センター　ぽけっと　「相談室」

　●　年齢に比べて、　体の動きがゆっくり、　ぎこちない　・　・　手先が不器用など運動に関すること
　●　遊びが長続きしない、じっとしていることが苦手など、落ち着きや集中力に関すること
　●　周りの人とのやり取りがしにくく、一人遊びが多いなど、コミュニケーションに関する
こと

　●　友だちの遊びに参加できないなど、集団適応に関すること
　●　思い通りにならないとすぐに癇癪を起こす、叩く、物を投げるなど、気持ちのコントロ
ールや行動に関すること

　●　年齢に比べて、ことば掛けがわからない、ことばが少ない、会話ができないなど、ことばの理解表現に関する
こと

　●　周りの人に言っていることが上手く伝わらないなど、発音や吃音に関すること
　●　偏食が激しい、なかなかオムツが外れないなど生活面に関すること

　●　忘れ物が多い、身の周りのことができないなど、生活の自立に関すること
　●　落ち着きがなく、一つのことに最後まで取り組めないなど、集中力に関すること
　●　勉強したことがなかなか身に付かないなど、学習に関すること
　●　友だちとうまく関われず、トラブルが起きやすいなど、友だち関係に関すること
　●　適切な会話や気持ちの表現ができないなど、ことばやコミュニケーションに関すること
　●　自分の感情が抑えられない、乱暴なことばや態度をとるなど、気持ちや行動に関すること
　●　親子の気持ちのすれ違いなど、家庭での接し方に関すること

乳 幼 児

学 齢 児

お問合せ
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在宅老人デイサービスセンター職員　１名
○職　　種　　介護員
○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）

で、普通自動車運転免許保持者
○勤　務　日　　月曜日～金曜日（午前８時30分～午後５時15分）
○賃金形態　　日額6,700～7,000円（通勤手当　有）
○加入制度　　健康保険、雇用保険、労災保険
○業務内容　　市内の在宅老人デイサービスセンターで、日常生活上の訓練、送迎、昼食、レク

リエーション等のサービスを提供
　　　　　　　（介護保険事業所ではありません。採用後の異動有）

子ども発達支援センター職員　１名
○資　　格　　保育士・幼稚園教諭、学校教諭資格、言語聴覚士等を有する方で普通自動車運転

免許保持者
○勤　務　日　　月曜日～金曜日（午前８時30分～午後５時15分）
○賃金形態　　日額6,700～7,000円（通勤手当　有）
○勤務期間　　令和２年４月１日から令和３年３月31日
○加入制度　　健康保険、雇用保険、労災保険
○業務内容　　子ども発達支援センターでの指導員補助及び相談対応

選　　考　　面接（相談のうえ面接日を決定します。）
提出書類　　履歴書(写真添付)と資格証明書の写し
申し込み　　随時
【申込・問合せ】　瑞浪市社会福祉協議会　☎68‐4148

臨時職員を募集します

地域で生活している誰もが気軽に集まり楽しく過ごす場所です。日ごろ、家にこもりがちであ
ったり、話し相手がいないなどといった高齢者や障がい者に、まず出かける場を作り、おしゃべ
りする場を作ることで、「仲間ができる」「健康維持につながる」などの効果があるといわれてい
ます。
地域のボランティアさんや、福祉委員さんによって地域の集会所等で開催されていますので、
ぜひ参加してみてください。
お茶を飲みながらおしゃべりをしたり、ゲームを
楽しんだり、勉強会をしたり毎回趣向を凝らした内
容になっています。
＊サロンは「誰でも参加できること」が原則ですの
で、同窓会や地域の無尽は「サロン」とは言いま
せん。
地域で「サロン」を開いてみたい方は、社協まで
お知らせください。進め方や、遊具の貸し出し、
助成などサポートさせていただきます。

ふれあいいきいきサロンってなぁに？ ～出かける楽しみ、会えるうれしさ～

ひばりヶ丘いきいきサロン
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み な ボ ラ センター

ボランティア

コーナー
No.70

いっしょに

ボランティ
アをしませ

んか

１月23日（木）に開催した“市長とボランティアの語る会”では、瑞浪市ボランティア連絡協議会
加盟のボランティア団体の代表者が集まって、「瑞浪市高齢者安心支えあいポイント制度」「認知
症カフェ」「広報みずなみがより多くの市民に活かされるものにするにはどうしたら良いか」な
どについて市長と意見交換を行いました。
毎年開催しているこの会は、ボランティアさんが日頃生活するなかで疑問に感じることやボラ
ンティア活動をするなかで思うことなどを市長に率直に伝えることができる貴重な機会となって

います。
瑞浪市高齢者安心支えあいポイント制度の目的の

一つは会員自身の介護予防であることや今後高齢化
が進むなかで多面的に高齢者を支えていく必要があ
り、その支え手の一つになっていることをお聞きす
ることができました。また、「広報みずなみ」は市
民のみなさんに臨場感ある情報が伝わるようこだわ
って作っていることなどを知ることができました。

ボランティアセンターに登録しているボランティ
アさんが、市内の福祉施設などで活躍しています。
２月12日（水）にはみずなみ陶生苑さんからの依頼
で箏演奏グループ　“　三ツ音会　”　さんが箏の演奏に行
きました。箏の演奏にあわせて季節に合った曲など
をみなさんで歌いました。利用者さんからは「楽し
いね、踊りたくなっちゃうわ！」という声も聞かれ、
うれしく思います。
最後にはアンコールが出て、さらに盛り上がりました♪

今年も“市長とボランティアの語る会”を開催しました

芸達者なボランティアさん大活躍中です！！
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芸達者なボランティアさん大活躍中です！！

毎年、福祉教育の一環として、学習のねらいや学年にあわせ、社会福祉協議会職員や登録ボラ
ンティアが出前講座を行っております。

・福祉に関する基礎知識
・高齢者について（高齢者疑似体験・高齢者の特徴 など）
・障がいについて（聴覚障がいの理解・視覚障がいの理解・車いすの使い方　など）

今年度は、瑞浪・陶・釜戸・稲津小学校と瑞浪・麗澤瑞浪中学校から依頼を受け、出前講座を
実施しました。
瑞浪小学校では、「車いす体験＆視覚障がい体験」を
行いました。
体験することを通し、児童のみなさんにあたたかい福
祉のこころ、相手の気持ちを考えて行動をすることを学
んでいただきました。
学校だけでなく、一般企業やサロンなどへも出かけて
いきますのでご相談ください。

今年度も「アクティブメンズ講座」を全５回で開催し
ました。
初日は日本茶インストラクターの坂﨑さんによる「お
いしい日本茶の淹れ方教室」。
加工方法によって様々な種類のお茶があること、また、
種類によっておいしく抽出できる湯温がそれぞれ異なる
ことなどを学びました。
２日目と最終日は七野恵子さん、多治見基美さんによ
る「男の料理教室」。
今回は「からだをほっこり温める料理」をテーマに、みんなで楽しく料理を作ることができま
した。
３日目はパラリンピックでも注目のスポーツ「ボッチャ」体験。
赤い球・青い球を投げるチームに分かれ、的となる白い球を目がけて双方６球ずつ投げ合い、
白い球に近いチームが得点できるというシンプルなルールですが、実際にやってみると奥が深く、

とても白熱した試合が繰り広げられました。
４日目は「モザイクタイルでフォトフレーム作り」。
様々な形や色をしたモザイクタイルを組み合わせ、フ

ォトフレーム（写真立て）を作るという内容でしたが、
それぞれ作り手の個性があらわれた素敵な作品ができま
した。
今後も男性向け講座の開催を予定しています。仲間づ

くりからはじまり、そこからボランティア活動などへと
つながっていくことを期待しています！

福祉学習出前講座

内　容

瑞浪小学校への出前講座

「ボッチャ」で白熱の戦い

フォトフレーム、完成 ! !

アクティブメンズ講座を開催しました

令和2年3月15日	 社　協　だ　よ　り	 （9）



問題　アクティブメンズ講座で行ったスポーツは何でしょう？
ヒント：パラリンピックの正式種目です。

♥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（ふりがな）・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　令和２年４月10日（金）消印有効
１月15日号のこたえ　　「セントレア」
当 　 選 　 者　鈴木京子様　　水野竜聖様　　北原淳子様

＊当選者には景品を３月９日に発送しました

クイズコーナー？
？ ？？

しづく会… ………………………………… 　1,311円（チャリティーお茶会）
岐阜県陶磁器デザイナー協会… ………… 20,000円（チャリティー売上げ）
匿名… ……………………………………… 　5,000円

東美濃郵便局長会土岐部会夫人会　…タオル、洗濯洗剤、食器洗剤、固形石鹸
瑞浪小学校… ……………………………車イス
大前伸司… ……………………………おもちゃ
匿名　２名… …………………………紙オムツ

福田佐枝　　土屋靜子　　小倉龍枝　　赤岩かつ子　　鵜飼茂　　成瀬四方子
瑞浪ダイハツ　　木田自動車　　㈱ツノガイ不動産　　㈱丸新美濃瓦
㈱東濃マシンツール　　㈲工藤葬具店　　ゴールドエイジ　ラピーヌ
大東熱材㈱　　わごうホーム　　㈱野平木材　　新日本印刷㈱
東濃信用金庫瑞浪支店　　麗澤瑞浪中学高等学校
東美濃郵便局長会土岐部会夫人会　　陶児童館利用者
昭和建物管理㈱東濃支店　　匿名３名

寄 付 金

物 品

古 切 手

（12月21日～２月20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。

（10）	 社　協　だ　よ　り	 令和2年3月15日


