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10 月 14 日体育の日に第 34回福祉まつりを開催しました。当日は雨が降ったりやんだりしてい
る不安定な天候で多くのみなさんが来場してくださるか心配しましたが、屋外の食べ物コーナーでは
午前中には完売となるところも続出。
屋内も体験コーナー、展示コーナーなど多くの方に楽しんでもらうことができました。

　　　　　～ 福祉協力校作品展示・福祉施設作品展示・各種団体 PR 等 ～１階

野点（ひまわり会）

活動紹介
（ボランティア連絡協議会）

作品展示（ひざし）

作品展示（千寿の里）

ミナモ、かわいいね

EM活性液配布・啓発
（明るい社会づくり推進会）

ブラスバンド演奏（瑞浪北中学校）

作品展示（うさぎの里）

作品展示（ささゆり）

共同募金

小物づくり（桜寿荘・福寿荘・さくら）

ミナモといっしょに

作品展示（福祉協力校）

活動紹介・啓発（人権擁護委員会）
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福祉活動に対するみなさまの理解が深まり、住み慣れた地域でだれもが安心して生活ができるよ
うにと願って開催しています。
ご来場いただいたみなさま、実行委員のみなさま、ありがとうございました。

　　　　　～ 食べ物・リサイクルバザー・体験等 ～屋外

　　　　　～ 体験・人形劇等 ～２階

シャトルバス乗り場

リサイクルバザー
（更生保護女性の会）

猿まわし

手話体験（あすなろ）

災害時持ち出しクイズ（みずなみ防災会）

音訳体験（ともしび会） 点訳体験（てんやく瑞浪）

まちの保健室（中京学院大学） 人形劇（幼児園・保育園）

ジェルポット体験・寄せ植え販売
（花かざり瑞希）

作業製品販売
（東濃特別支援学校）

お楽しみ抽選会（社協支部）

木工教室（全建総連瑞浪総支部）

子ども服バザー
（子ども発達支援センター親の会） 開会セレモニー
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【ボランティア団体】
団体名 活動内容

日赤奉仕団 市内8分団が独自・合同で、施設や地域での奉仕活動や防災訓練の炊き出し訓練に参加しています。

花かざり瑞希 花好きな仲間をつくり、施設や河川敷などで花壇の手入れやプランターの植え替え、また園芸教室を行って
います。

ボランティア
「ひまわり会」

サニーヒルズや陶宅老所でお手伝いすることが介護予防です。地域での生きがいづくりが地域づくりになって
います。

みずなみ防災会 市民の防災・減災に対する意識啓発と知識の普及啓発活動をしています。

音訳ボランティア
「ともしび会」

「広報みずなみ」「議会ちゃんねる」「社協だより」を録音し「声の広報」として目の不自由な方にお届けして
います。市・社協HPでも聞けます。

てんやく瑞浪 視覚障がい者への情報提供として文書の点訳を行っています。時刻表や依頼図書の点訳をしています。

手話サークル「あすなろ」 聴覚障がい者へのコミュニケーション支援をするとともに、聴覚障がい者との交流や勉強会を行っています。

【高齢者関係施設】
団体名 活動内容

陶宅老所「いちにのさん」 介護保険利用の方、保険非該当の方もご利用できます。「地域で老いを支える」ため、宅老所を利用する人
も働く人も皆幸せになることが目標です。

グループホーム
「ささゆり」

個室9室で“ゆったり、たのしく、家庭的な雰囲気の中で役割を持ち生活する、ささゆり家族”をモットーにして
います。

グループホーム
「たけのこし」

認知症をもつ利用者様とスタッフが料理・買い物など生活を共にし、家庭的な雰囲気の中、ゆったり過ごせる
よう支援しています。

住宅型有料老人ホーム
「笑人」

笑人では、毎月行事を行い、ふれあいを大切にし、笑顔で満ちた雰囲気の中 「笑」 にこだわり、親身なサー
ビスを心がけています。

でいさーびす「和」 感謝、尊敬、寄り添い、この想いを柱に、関わりを大切にし、安心と落ち着いた、楽しいと感じて頂ける暮ら
しのお手伝いを致します。

住宅型有料老人ホーム
「ハナナギ」

家庭的な雰囲気の中で個別性を尊重した手厚いケアにより、安心安全に生活していいただけます。様々な活
動を通して、笑顔あふれる空間を目指します。

デイサービス
「うさぎの里」

日常生活動作機能維持の為、機能訓練に力を入れています。自然に囲まれた広大なテラスを歩くリハビリが
出来、レクリエーションは様々な事を楽しんでいただきます。

特別養護老人ホーム
「千寿の里」

介護が困難な要介護度３～５の方が入居する施設です。生活習慣や好みを尊重し、今までの暮らしが継続でき
るようにケアします。

介護老人保健施設
「ひざし」

入院治療は不要だが在宅での療養に不安を持っておられる方が、日常生活動作機能回復のため入所されてい
ます。

特別養護老人ホーム
「みずなみ陶生苑」 一人ひとりの想いや個性を尊重し、心身ともに健やかな生活ができるように援助していきます。

特別養護老人ホーム
「みずなみ瀬戸の里」

特定介護老人福祉施設で、全室個室のユニット型の老人ホームです。その人らしい当たり前の生活をサポート
します。

【障がい者関係施設】
団体名 活動内容

工房さくらんぼ 手作り品の制作・販売・掃除・草刈り等を通じて一般就労に必要な力を身につける就労継続支援Ａ型事業所です。

どんぐり工房 どんぐり工房が提供する福祉サービスを利用しながら、身辺及び生活の自立を目指し、当たり前に生きること
を応援します。

ドリームプラザ 就労継続支援Ｂ型事業所で、利用者が就労をめざして生産活動を行っています。

サニーヒルズみずなみ 障害者支援施設で、個々の人格と個性を尊重し、利用者が安心して暮らす事ができるよう「真心」を持って
支援しています。

【各種団体】
団体名 活動内容

生活学校 地域社会や暮らしの中の生活課題の解決・美しい水環境の整備に向けて取り組み、住みよい街づくりを目指します。

陶技学園兄弟姉妹の会 陶技学園を利用する者の兄弟姉妹が互いに助けあって問題解決に努力しています。また、関係団体と連携し
障害者理解及び福祉増進のための社会活動を行っています。

手をつなぐ育成会 特別支援教育の振興と充実を図り、将来の社会参加に対し組織的活動をし、福祉の増進に寄与することを目
的としています。

第34回　みずなみ福祉まつり ～ 参加団体活動紹介 ～
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団体名 活動内容

桔 ライオンズクラブ 奉仕の心を持つ人々が個人の経済報酬なしに社会に奉仕するよう励まし、地域に密着した活動等をしています。

長寿クラブ連合会 老人福祉の増進に努め、郷土の発展向上に寄与・貢献するとともに、会員相互の修養並びに親睦を図ること
を目的としています。

更生保護女性の会 非行や犯罪を無くし、過ちを犯した人たちの立ち直りを支援する為、犯罪防止・子育て支援・青少年健全育
成等を進めています。

子ども発達支援センター
親の会

互いに協力し合い、広く社会に働き掛ける事で正しい理解と支援を確保しながら、子ども達の良い環境を作る
活動をしています。

全建総連瑞浪総支部 建設従事者・職人を中心に結成され、ひとり暮らし高齢者宅の家具転倒防止器具の取り付けなどの福祉にも
協力しています。

シルバー人材センター 知識・経験・技能を活かして就業することにより、生きがいの充実と地域福祉の活性化に寄与することを目的
としています。

人権擁護委員会 国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図ることを目的として活動しています。

明るい社会づくり推進会 感謝・協調・奉仕の精神のもと、思いやりの心を育てようと発足し、助け合い協働し「明るい社会」の実現に
取り組んでいます。

保護司会 罪を犯して保護観察を受けることになった人の生活を見守り、相談や指導するほか、犯罪を予防する為の地域
活動にも取り組んでいます。

幼児園・保育園
（教育保育研究会）

市内公立８幼児園、私立１保育園が、園運営の適正化、教育保育内容の充実、資質向上をはかる事を目的と
して研修会等を行っています。

身体障害者福祉協会 身体障害者の全国組織の一つとして、会員の福祉と自立のための活動を目的としています。

民生委員児童委員協議会 「個別支援」「地域支援」「相談活動」を社会福祉の精神で、地域の人たちの立場に立って行っています。

【学校関係】
団体名 活動内容

東濃特別支援学校 教科の学習のほか、実生活にみられる課題を中心とした生活単元学習などを行っています。

福祉協力校 市内すべての小学校・中学校・高等学校にて、福祉の心を養うための教育及び研究活動などを実践しています。

中京学院大学 経営学部、看護学部、短期大学部（保育科・健康栄養学科）の３学部からなる、東濃地区唯一の大学です。
瑞浪と中津川にキャンパスがあります。

【社会福祉協議会支部】
団体名および活動内容

「瑞浪支部」「土岐支部」「稲津支部」「陶支部」「 戸支部」「日吉支部」「明世支部」「大湫支部」
地域福祉活動計画に沿って展開される市社協の事業に参加協力するとともに、各地域の特性を活かした福祉活動を行い、地域ぐるみで「住
みよい街づくり」に取り組んでいます。

【児童館・児童センター】
施設名および活動内容

「樽上児童センター」「土岐児童センター」「南小田児童館」「陶児童館」
児童健全育成事業、未就園児母子への子育て支援事業、母親クラブへの指導・援助事業等をしています。

【その他施設】
施設名および活動内容

「生きがいデイサービス桜寿荘・福寿荘」
介護保険の認定を受けていない方を対象とした自立のデイサービスです。様々なレクリエーションや外出などを楽しみ、元気で生きがいを
持って暮らすことを支援しています。

「障害者デイサービスさくら」
障がいのある方のデイサービスです。レクリエーションや外出事業等を通じて、各々が出来ることを模索し、生活の質の向上を目指しています。

【その他協賛・協力団体】
名称

瑞浪市生活安全課

瑞浪市金融協会「十六銀行」「東濃信用金庫」「大垣共立銀行」「陶都信用農業協同組合」

岐阜県共同募金会瑞浪市支会

瑞浪市

ぼくも会場を見て
まわってたくさん
の人に会えたよ。
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福寿荘福寿荘
デイサービスセンターデイサービスセンター
１日たくさん笑っておしゃべりして
 居心地の良いデイサービスです。

私たちの施設は定員８名の小さなデイ
サービスです。家庭的で生き生きと楽し
く過ごしていただけるよう、お手伝いさ
せていただきます。

　　　　　■瑞浪市在住の 65歳以上の方
■介護保険の認定を受けていない方
■身の回りのことは自分で出来る方
■外出の機会が少ない方
■会話を楽しみたい方

利用回数　週１回
利 用 日　月曜日から金曜日

（年末年始、国民の祝日は休み）
利用時間　9：00～ 16：00（送迎時間を含む）
利 用 料　１回利用につき 1,000 円

対象者

お友達会、同窓会など、憩いの家で集まって、ゆっくり
過ごしませんか。少人数でもご予約いただけます。カラオ
ケもできます♪

　　　　　■市内の 60歳以上の方

利用時間　9：00～ 17：30
＊休館日は毎週日曜日、祝日、年末年始

使 用 料　部屋代無料
＊暖房・冷房については別途利用負担が
必要です。

対象者

《１日のスケジュール》
 9：00　お迎え
10：00　健康チェック
10：30　入浴・足湯
      　余暇活動
11：30　脳トレーニング
      　ラジオ体操
12：00　昼食・休憩
13：30　レクリエーション
14：30　おやつ
15：00　お送り

瑞浪市立老人憩いの家　福寿荘瑞浪市立老人憩いの家　福寿荘
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認知症サポーター養成講座
あなたも認知症サポーターになりませんか？

認知症サポーターは、「なにか」特別なことをする人ではありません。認知症の人やその家族
の応援者です。認知症について正しく理解し、認知症の人や家族に対してあたたかい目で見守
ることがスタートです。

　　　　　令和１年 11月 29日（金）　13：30～ 15：00

　　　　　市民福祉センターハートピア ２階 研修室

　　　　　認知症について正しい知識や理解を深めていただく講座です。

受講者には認知症サポーターのシンボルグッズ

「オレンジリング」を授与します。

　　　　　高齢福祉に興味のある方

　　　　　無料

　　　　　30名（申し込みが必要です）

　　　　　瑞浪南部地域包括支援センター

日　時

会　場

内　容

対象者

参加費

定　員

主　催

瑞浪南部地域包括支援センター　☎ 68-8111申込先

10 月１日から「共同募金運動」が始まっています。自治会の皆様には戸別募金、企業・事
業所の皆様には法人募金のご協力をいただいています。また、各地の文化祭等での街頭募金も
実施しています。中学生ボランティアの呼びかけに快く応じていただきありがとうございます。

皆様から頂いた募金は、岐阜県共同募金会
に届けられ、来年度市内で集まった約７割が
瑞浪市へ配分されます。
また、災害ボランティアの支援にも活用さ

れます。皆様のご協力をこれからもよろしく
お願いいたします。

～赤い羽根共同募金～

ご協力ありがとうございます。

令和元年11月15日 社　協　だ　よ　り （7）



み な ボ ラ センター

ボランティア

コーナー
No.68

いっしょにいっしょに

ボランティ
アをしませ

んか

ボランティ
アをしませ

んか

９月 18日、介護界のアイドル “ ごぼう先生 ” こと簗瀬寛氏を招いて “ 参加型 ” 介護予
防体操講演『自分もまわりも笑顔にする魔法の健康体操』を開催し、ボランティア約 80
名が参加しました。簗瀬氏は医療業界に勤めていた経験
や祖母が認知症になった体験等を活かし、介護予防を笑
顔で伝えてみえます。とても印象的な茶色の作務衣を
着ている “ごぼう先生 ”は介護の “ご ” と予防の “ぼう ”
を合わせた愛称だそうです。
先生は椅子に座ったままできる、しかも、道具一つ使
わずにできる簡単な体操をユーモアたっぷりに教えてく
ださいました。中でも、右手と左手で違う動きをさせる体
操では、頭では分かっていてもなかなか思うように手が
動いてくれず大笑い。終始笑い声が絶えずみなさん積極
的に参加されました。

ぜひ、みなさん講演会で学んだ介護予防体操を生かし、これからも元気にボランティ
ア活動をしていただきたいです。

ボランティア連絡協議会主催の
講演会を開催しました

（8） 社　協　だ　よ　り 令和元年11月15日



今回のアクティブメンズ講座は、定番の料理教室のほか、新たに日本茶教室・フォトフレーム
作り・人気上昇中のスポーツ「ボッチャ」にもチャレンジします（^_^）
みんなで楽しい時間を過ごしましょう !!

平成 30年度の入門課程35時間、令和元年度の基礎課程47時間という長い期間の講座でし
たが、みなさんとても熱心に受講され、10月８日に３名の手話奉仕員が誕生しました。
講師の高橋先生・水野先生・今井先生を中心にご指導いただき、基本の単語や文法を習得し日
常的な会話ができるまでになりました。
これからのご活躍を楽しみにしています !!

　　　　　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ですが、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。）
　　　　　①…湯呑み１つ ②⑤…エプロン・マスク・頭おおい・ハンカチ

③…動きやすい服装 ④…汚れても良い服装
　　　　　12月 27日（金）までに瑞浪市社会福祉協議会へ

TEL：68-4148　　FAX：68-4173　　メール：m-syakyo@ob2.aitai.ne.jp

定　員

参加費
持ち物

申込み

アクティブメンズ講座、開催します！

手話奉仕員養成講座、全日程が終了しました！

日にち 時　間 場　所 内　容

① 1月10日（金）13：30～15：30 市民福祉センターハートピア
多目的室 おいしい日本茶の淹れ方教室

② 1月14日（火）10：00～12：30 地域交流センターときわ
調理室 男の料理教室　その1

③ 1月17日（金）10：00～11：30 市民福祉センターハートピア
研修室①・②

注目度上昇中のスポーツ
「ボッチャ」を楽しもう！

④ 1月21日（火）10：00～11：30 市民福祉センターハートピア
多目的室

モザイクタイルで
フォトフレーム作り体験

⑤ 1月24日（金）10：00～12：30 地域交流センターときわ
調理室 男の料理教室　その2

高橋先生（左から２番目）と受講者のみなさん

令和元年11月15日 社　協　だ　よ　り （9）



問題　手話奉仕員養成講座を修了した方は、何名でしょう？
♥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（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　令和元年12月16日（月）消印有効
９月15日号のこたえ　　２か所
当　選　者　正村松代様　　熊崎真里様　　加藤啓三様

＊当選者には景品を11月８日に発送しました

クイズコーナークイズコーナー？？
？？ ？？？？

東濃信用金庫瑞浪支店 …………… 5,300円 （百縁商店街売上金）
瑞浪市金融協会 ………………… ４0,000円 （福祉まつり協賛金として）
瑞浪高等学校生活福祉科 ……… 12,000円 （福祉まつり売上金）
匿名 ……………………………… 30,000円

瑞浪理容師組合 ……………タオルたくさん

林百合子　溝口咲江　福田佐枝　野村登喜江　桑原きみ子
土屋静子　荻山政江　内田悠斗　西尾𠮷和　市岡邦子
土田早奈絵　日比野治療院　㈱丸新美濃瓦　㈲日本料理鳥安
㈱東濃マシンツール　㈱ツノガイ不動産　アツミスポーツ
㈲イタガキ商事　瑞浪市民図書館　桜寿荘収集箱　匿名1名

寄 付 金

物 品

古 切 手

８月２１日～１０月２０日受付分（敬称略）８月２１日 １０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。ありがとうございました。

台風等で被災された皆様を支援するため災害義援金を募集しています。
ご協力をお願いします。
＊お預かりした義援金は、中央共同募金会を通じて被災地に届けられます。
 岐阜県共同募金会瑞浪市支会

災 害 義 援 金 募 集

タオルたくさん
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