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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。

社会福祉法人 瑞浪市社会福祉協議会
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社会福祉協議会支部の活動
稲津支部
10月14日(水)、社会福祉協議会稲津支部（小栗正敏支部長）による、「お年寄りと子どものふれあ
い広場」が開催されました。
会場の稲津公民館に、輪投げ・玉入れ・お菓子釣り・スーパーボールすくいの４コーナーを開設し、
長寿クラブメンバーと支部役員が、稲津幼児園に通う園児と交流しました。
最後に、園児が書いた「コロナウイルスをふきとばせ!!」というメッセージカードを付けた風船約
230個を飛ばし、コロナウイルスが収束して、みんなが自由に外出でき笑顔で過ごせる生活が取り戻
せるようにと願いました。遠くつくば市などからお返事が届いているようです。

明世支部
９月11日（金）、社会福祉協議会明世
支部（大森建生支部長）の連絡会議と福
祉委員研修会が開催されました。
今年度はコロナウイルス感染症対策
により、他の社協支部同様、いきいき
サロン等の地域住民が顔を合わせる事
業が中止・休止の状況ですが、支部長
から小単位の各区で福祉関係者連絡会
を開催し、地域の福祉情報共有と連携
を図りたいという提案もありました。
感染防止のために自粛も必要でしたが、人との交流なく自宅にこもっていることで筋力低下や認知
症の進行などの弊害も聞かれてきています。先のことは分かりませんし、自分もいつか通る道。お互
いさまの心で、助け合える地域づくりが求められています。

………………………………………………………………………………………………………………………
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学校で、地域で、「福祉について学んでみよう」と思われたときには、社会福祉協議会へお気
軽にお声掛けください。

瑞浪北中学校へ　出前講座しました

突然の地震から命を守るために

10月７日（水）・８日（木）の２日間、瑞浪北中学校へ福祉体験のお手伝いに出かけました。
今回提供させていただいたのは、車イス体験と手話体験講座。１年生の皆さんが積極的に取
り組んでくださいました。
コロナウイルス感染を避けるため、車イスで外出される人の姿を見かけることは現在少なく
なっていますが、出会ったときには、自分が車イスに座ったときの感覚や、後ろから押しても
らった時の感覚などを思い出して、声掛けできるとよいですね。

10月17日(土)、「みずなみ防災会」による、家具転倒防止器具
の取り付け事業が行われました。
明世・日吉地区にお住まいの高齢者世帯に呼びかけ、民生委員
さんや福祉委員さんを通じて希望のあった3世帯の食器棚や冷蔵
庫に、固定金具などが取り付けられました。
過ごす時間が長い寝室や居間の家具固定は、いのちを守るため
の備え。皆さんの家庭でも考えてみませんか。

転倒防止器具取付け事業
今回実施されたのは、瑞浪市が主催した

「防災リーダー養成講座」を受講された防
災士の有志によるボランティア活動です。
瑞浪市では、このほかに全建総連瑞浪総支
部による転倒防止器具取り付けボランティ
ア事業があり、２つの団体からのご厚意に
より、毎年高齢者世帯の災害時に向けた備
えが充実されています。

転倒防止器具あれこれ

冷蔵庫固定金具 たんす固定金具
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利用内容　部屋の使用（桜寿荘、福寿荘、寿楽荘）
　　　　　パターゴルフ（桜寿荘、寿楽荘）
　　　　　ヘルストロン（桜寿荘）

利用時間　午前８時30分～午後５時30分

利　用　料　無料。ただし冷暖房を利用された場合は使用料が必要です。

※コロナウイルス感染防止のため中止しておりました施設内の飲食は、飛沫感染予防用の
仕切り板を設置し人数制限をすることで、再開しました。（桜寿荘８人、福寿荘12人、寿
楽荘12人まで）

老人憩いの家

桜寿荘 寿楽荘
（お達者くらぶ開催中）

福寿荘

桜寿荘（土岐町）　☎　0572　―　66　―　1211
福寿荘（日吉町）　☎　0572　―　64　―　2932
寿楽荘（稲津町）　☎　0572　―　68　―　2422

お問い合わせ・申込み先

老人憩いの家は、瑞浪市内在住で60才以上の高齢者の方々へ健康増進、教養の向上、娯楽に
役立てていただくための施設で、市内には桜寿荘（土岐町）、福寿荘（日吉町）、寿楽荘（稲津町）
の３つがあります。

をご利用ください

毎月介護予防事業（健康体操、手工芸、音楽療法等）も実施しています。

元気サークル（桜寿荘）　毎月第４火曜日の午前

若葉会　　　（福寿荘）　毎月第２木曜日の午後

お達者くらぶ（寿楽荘）　毎月第３金曜日の午前

施設のご利用、介護予防事業参加には、事前申し込みが必要です。
詳しくは下記施設まで直接お尋ね下さい。
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10月１日から、全国一斉に赤い羽根共同募金運動が始まりました。
瑞浪市では、大型店舗店頭にて街頭募金を実施しました。夕方のあわただしい買い物時間帯に
もかかわらず、足を止めて協力いただいた皆様、ありがとうございました。

赤い羽根共同募金運動が始まりました

現在、自治会を通じた「戸別募金」と、各事業所様へ
直接郵送での「法人募金」ご協力もお願いしています。
厳しい経済状況が続くなかではありますが、地域で住
民同士の支えあう仕組みづくり、また災害発生時の支援
にむけて、ご理解をいただきますようお願いいたします。

岐阜県共同募金会瑞浪市支会

オークワ瑞浪店

ピアゴ瑞浪店バロー瑞浪中央店
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お一人暮らしの方へ向け発行している機関誌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」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。

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12月15日（火）消印有効
９月15日号のこたえ　　「ふらっと」
当 　 選 　 者 　　酒井 冨佐子様　　三尾 浩二様　　安藤 英子様
　　　　　　　　＊当選者には、11月10日に景品を発送しました。

クイズコーナー？
？ ？？

問題

10 月 21 日（水）・22 日（木）、樽上児童センター
にて、未就園児対象の親子教室「ノンタン」運動会
ごっこを開催しました。

例年に比べ、小規模で時間も人数も縮小した行事
を開催していますが、感染対策を取りながらもでき
る範囲内で子どもたちへ楽しい遊びの体験提供と、
子育て中の親御さんへの支援をしていきたいと思い
ます。

なお、現在は市内児童館どちらも予約制としてお
ります。お出かけ前に、お電話ください。

毎月１回、介護している人同士でおしゃべりしていま
す。10 月はヨガでリラックスしました。次回は 12 月
20 日（金）です。お気軽にお越しください。

　　　　　13：30 ～ 15：00
　　　　　ハートピア　　　　　　　　100 円
時　間

場　所 参加費

ノンタン運動会ごっこ

▪樽上児童センター　☎ 68-0626
▪南小田児童館　　　☎ 68-8611
▪土岐児童センター　☎ 67-2338
▪陶児童館　　　　　☎ 65-4187

介護者のつどい 開催中

（6）	 社　協　だ　よ　り	 令和2年11月15日



１．受付期間　　11 月 16 日（月）～ 12 月 15 日（火）
２．試 験 日　　 １ 月 16 日（土）
３．試験場所　　瑞浪市市民福祉センター「ハートピア」
４．職種・採用予定人員等

５．試験方法　　適応性試験、面接試験
６．結果通知　　試験後２週間頃までに本人宛直接郵送予定
７．試験案内及び申込書等

11 月 16 日より事務局にて配付
郵送での請求は、返信用封筒（Ａ４。宛名記入、140 円切手貼付）を同封ください
※その他詳細は、ホームページ及び試験案内をご覧ください。

職　　種 受　　験　　資　　格 採用予定数

 社会福祉士・
保育士又は
幼稚園教諭

昭和55年４月２日以降に生まれ、社会福祉士・保育士若
しくは幼稚園教諭の資格を有する方、又は令和３年３月
31日までに資格取得見込みの方

１名程度

保健師又は
看護師 保健師若しくは正看護師資格を有する方 １名

社会福祉協議会職員募集（令和３年４月採用）

岐阜県理容衛生同業組合瑞浪支部 …………………… タオルたくさん
ツチヤ ………………………………………………………………… 雑巾
兼松 冨喜子 ……………………………………………………… 紙オムツ

㈱東濃マシンツール　髙島 貞子　㈱丸新美濃瓦
麗澤瑞浪中学・高等学校　 ㈲イタガキ商事
ツチヤ　水野 純子　キリヤ商事　瑞浪商工会議所
日本ハイウェイ･サービス株式会社　化石博物館
㈱ツノガイ不動産　㈱メイハン　㈱キマタ薬局
横山 基茂　生活の木　匿名２名

物 品

古 切 手

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。

【申込・問合せ先】 瑞浪市社会福祉協議会
 〒 509-6123 岐阜県瑞浪市樽上町 1 丁目 77 番地
 ☎ 0572-68-4148

登録ヘルパーも
同時募集中 !!

タオル寄付
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瑞浪市において地震・洪水などの災害により甚大な被害があり、ボランティアによる支援が必要で
あると認められた場合、関係機関と協議し、瑞浪市社会福祉協議会が「災害ボランティアセンター」
を設置・運営します。

▪災害ボランティアセンターとは？
普段の暮らしに戻るために「被災者が必要としていること」と「ボラン

ティアの想い」をつなぐ場所で、被災者を支援するための活動拠点です。
災害ボランティアセンターの主な役割は以下の通りです。
❶被災者が必要としていることを把握する

センターが立ち上がっても地域からの困りごとが集まらなければ機能しません。地域のみなさんに
は被災者の困りごとの集約やセンターの周知にご協力ください。
❷災害ボランティアの受付

これまでは県外・市外在住のボランティアを受け入れていましたが、コロナ禍においては感染症の
予防を考慮し、広範囲でのボランティア受け入れを見合わせる可能性があります。そのため、近隣地
域住民同士の助け合いが、より一層必要となります。
❸被災者とボランティアをつなぐ

被災者に寄り添いながらボランティアが救援活動を行います。

10 月 10 日（土）に社協職員を対象に災害ボランティアセ
ンター設置・運営訓練を行いました。これは、平常時から動作
確認を行うことで、発災時に職員がスムーズに対応できるよう
にするためです。今後も実施する予定です。

▪社協職員対象災害ボランティアセンター
　設置・運営訓練を行いました

災害等を想定し、また、災害時にご自身に被害がなければお困りの方の支援側にな
れるように、日頃から検温等の体調管理やマスクや消毒液などの感染症予防物品を
備えると良いですね。

災害ボランティアセンター

お願い
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ひなたぼっこができるまで

社協に登録されている、70 歳以上のおひとり暮らしの方に向けて作っている機関紙です。各地
区の福祉委員さんに、見守り活動を兼ねて毎月１回配付していただいています。

ひなたぼっことは…

～ ボランティアさんのバトンタッチ。おひとり暮らしのみなさまへ ～

ハートメール（第１または第２火曜日）
この日は、来月号のひなたぼっこの内容は何にしようか、

誰がどこの記事を書くのかを決めています。防犯に関する
ことや簡単な料理レシピなど、おひとり暮らしの方の生活
に役立つ内容を考えてくださっています。

ハートメール（第３または第４火曜日）
原稿ができました！絵も文章も、ほとんどが手書きで温

かみのある原稿です。
集まりに来ることができないボランティアからは、郵送

で原稿が届きます。

さくらんぼの会
７名のボランティアがひなたぼっこの表紙に貼る折り紙

を折ってくださいます。その数なんと！１人
88 枚！毎月季節に合った手の込んだ折り紙
を届けて頂いています。

あしたば会
印刷した約 600 部のひなた

ぼっこに、さくらんぼの会さん
が折った折り紙を、根気よく１
枚１枚丁寧にのりで貼ってくだ
さいます。

完成しました！
手作りっていいですね
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と　き　令和２年12月22日（火）
13 時 00 分 上映開始（12 時 30 分開場）

ところ　瑞浪市総合文化センター　文化ホール
定　員　350 名（整理券お渡し時に氏名・電話番号を記入していただきます。）

問合せ　瑞浪市社会福祉協議会 ☎ 0572-68-4148　　主催　社会福祉法人 瑞浪市社会福祉協議会

福
祉
映
画
会
整理券が
必要です

入場無料 花見も祭も旅行も、なにもかもガマンした 2020 年。
年末だけは大笑いして終わりませんか？
新型コロナウイルス感染対策をしっかりとりながら、
開催いたします。

©2019「決算！忠臣蔵」製作委員会

日本語
字幕付きです

整理券：ハートピア・文化センターにあります。電話での申し込みはできません。
【11月 16日（月）から配付します】
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