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ありが印刷㈱
板垣建設㈱瑞浪支店
一般社団法人せいわグループ
医社団仁愛会瑞浪病院
医仁優会土屋歯科
岩島医院
㈱アストリム
㈱与志多
㈱井澤商店
㈱イトウ建材店
㈱イトウトレーディング
㈱ウイックス心音ケアセンター瑞浪
㈱オートビークル土屋
㈱ケイトー
㈱三共パッケージ
㈱高嶋礦業社
㈱髙田商会
㈱中央ビジネス
㈱中央ミネセラム
㈱ツノガイ不動産

㈱東濃マシンツール
㈱ハクト
㈱橋本組
㈱飛竜
㈱ホンダカーズ瑞浪
㈱松野屋商店
㈱ヨータイ瑞浪工場
桐井陶器産業㈱
キリヤ商事㈱
グループホームささゆり
合資会社大西商店
こせき醫院　古積 晃
サン・ササキ佐々木九十郎
福千寿会　千寿の里
昭和建物管理㈱
東濃眼科
東濃石油㈱
ナンバ㈱
パーク法律事務所
橋本接骨院
東山フィルム㈱瑞浪工場
平和コーポレーション㈱

ホワイト歯科・矯正歯科
瑞浪会計事務所
瑞浪市自家用自動車組合
瑞浪商工会議所
瑞浪精機㈱
美濃窯業㈱
ミヤケ写真館
森本歯科医院
山喜製陶㈱
㈲大竹商店
㈲小田水道工業
㈲織想 イル・クオーレ
㈱小倉陶器
㈲加納設備
㈲木田自動車
㈲瑞峰造園
㈲工藤葬具店
㈲つちや家具
㈲ナガヤ
㈲ベストフロア工業

瑞 浪 地 区

地区名 世帯数 会員数 加入率 金　　額
瑞　浪 ３４２９ ３３７６ ９８ ２，１３３，０００
土　岐 ２１０７ ２００１ ９５ １，５７９，０００
明　世 ５０２ ４９９ ９９ ４４６，０００
稲　津 １２２３ １２１３ ９９ １，２０８，０００
陶 １１２７ １０８１ ９６ ８５６，５００
釜　戸 ８７５ ８６２ ９９ ７９３，５００
日　吉 ６９５ ６９０ ９９ ６７２，５００
大　湫 １２２ １２２ １００ １２２，０００
合　計 １００８０ ９８４４ ９８ ７，８１０，５００

一般会費（各世帯） ７，８１０，５００円
特別会費（事業所） ６３８，０００円
賛助会費（福祉団体） ８２，０００円

 8,530,500円　（令和2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
瑞浪市の福祉事業推進に活用させていただきます。
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市原製陶㈱
カクカ陶料㈱
金田眼科クリニック
㈱アイシー化工
㈱アイランド ジー・アイ
㈱今井土木
㈱エムケー
㈱キマタ薬局
㈱南波鉄工所
協同組合メイト

合資会社新光自動車工業所
小木曽歯科クリニック
瑞豊食品㈱
鈴一物産㈱瑞浪営業所
中京学院大学
東濃厚生病院
東濃自動車工業㈱
伸永建設㈱
丸理印刷㈱
三浦陶器㈱
みずなみアグリ㈱
瑞浪建築板金協業組合

瑞浪ダイハツ㈱
ミツハラ防水㈲
㈲アオイオート
㈲伊藤製作所
㈲倉内
㈲中部環境
㈲前川新聞店
㈲三輪製作所
明治安田生命保険相互会社　名古屋東支社瑞浪営業所
㈲愛岐東和警備
フラワーショップアン

土 岐 地 区

㈱生活の木
アンドウ美容室
塚田婦産科院
日下部接骨院

福美濃陶生苑みずなみ陶生苑
真生化工㈲
釜戸興業㈱
太陽フリット㈱
丸釜釜戸陶料㈱
藤田食用菌研究所

㈱瀧森岐阜
丸昭釜戸鉱業協組
東海クレー工業㈱
㈱今井屋

釜 戸 地 区

大湫病院
農事組合法人大湫機械化営農組合

㈱東濃ブロイラーセンター大 湫 地 区

大塩歯科医院
㈱キスイ工業
㈲マルモ加藤陶器
㈱ＯＴＫ
恵那陶磁器工業協同組合

恵陶原料工業協組
㈲山カ匣鉢製造所
㈱東濃分析センター
㈱加藤鉄工所
陶栄自動車㈱
㈱ベルキッチン
カネ伊伊藤陶器㈱

㈲中村電機水道
㈲門野モータース
㈱クラウンカントリー
㈱山善製陶所
㈲藤田建設
㈲スエ電気工事

陶 地 区

㈱瑞浪シリカ
カネ利陶料㈲
学校法人廣池学園
㈱丸新

小里消費生活協同組合
㈲奥村鉄工
㈲岩島木工
㈱ＪＴＥＣＴ
㈱鈴木石油店
福 五常会 特別養護老人ホーム みずなみ瀬戸の里

㈱西尾建設
㈱ながしまプランニングオフィス
介護老人保健施設ひざし
㈱深山
医光真会 なつこデンタルクリニック
医光真会 勝股医院

稲 津 地 区

㈱マリカ
瑞明建設㈲

東濃中央クリニック
㈱ｄｉｉ
㈱東岐空調
瑞浪エコパック㈱

㈱野平木材
㈲中山総合保険事務所

明 世 地 区

中工精機㈱
㈱美濃椎茸
ミズナミ資源㈱

ニッシン工業㈱
㈱大地
㈱渡辺石材
㈲小栗造園
トヨタ瑞浪開発㈱

サンエッグファーム㈱瑞浪第２農場
㈱エムビー工舎瑞浪工場
㈱早川土木
玉田医院
㈲カテロン工業

日 吉 地 区

略字説明：　㈱…株式会社、㈲…有限会社、医…医療法人、福…社会福祉法人

令和3年1月15日	 社　協　だ　よ　り	 （3）



児童館は、０才～１８歳未満のすべての児童を対象に、遊びを通じた児童の健全育成を目的とした
施設です。市内には、樽上児童センター・南小田児童館・土岐児童センター・陶児童館の４つがあり
ます。

子ども達が楽しめる遊びの提供や、子育て中の親御さんへの支援など、ご利用いただく方へ寄り添
う児童館を目指しています。

毎週火曜・木曜・金曜の午前中には、未就園児親子を対象とした幼児教室（手遊びや体操など）を
実施し、土曜には、小学生を対象とした工作や遊びの体験行事を実施しています。

全国で新型コロナウイルスの感染が拡大していますので、定員人数や利用時間の制限、また利用者
様にも検温・手洗い・手指消毒・換気などの感染予防にご協力をいただきながら、開館しています。

各館で利用時間や定員人数が多少異なります。ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

瑞浪市内児童館･児童センターの紹介

児童館
（問い合わせ先）

⃝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

休館日
・第1・3・5月曜日
・日曜日・国民の祝日
・年末年始

・第2・4土曜日
・日曜日・国民の祝日
・年末年始

利用方法
予約制（コロナ感染症感染対策のため、来館前にお電話ください）
☆就学前の幼児は、その利用ごとに予約が必要です。
☆小学生は、土曜日に限り予約が必要となります。

児童館に行ってみよう

「こんなことしたよ～小学生の行事～」
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陶児童館
（空気砲作り）

土岐児童センター
（風鈴作り）

樽上児童センター
（大型ジェンガ遊び）

南小田児童館
（木の実のリース作り）



歳末助け合い訪問

稲津支部

陶支部 日吉支部
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市内の全8支部(瑞浪･土岐･明世･日吉･釜戸･大湫･稲津･陶)では、社会福祉協議会に登録されている、
70歳以上のひとり暮らし高齢者宅へ声掛け訪問し、記念品をお渡ししました。

毎年この時期は、支部ごとに顔を合わせてにぎやかに過ごす「ひなたぼっこのつどい」を開催して
いますが、新型コロナウイルス感染防止を考慮し、今年度は中止といたしました。この訪問はその代
替となる事業です。

福祉委員さんは、毎月機関誌「ひなたぼっこ」を自宅に届けに行く顔なじみの人です。訪問に、お
一人暮らしの方が「いつも元気をもらってありがとう」と言われれば、福祉委員さんから「親世代の
方が元気でいらっしゃることが嬉しいし、子育てのことや地域のこと、いろいろ教えてもらえ私のほ
うが元気をもらってる」と返される、とてもあたたかい時間が流れていました。

11月27日(金)、稲津コミュ
ニティセンターにて研修会を
開催しました。

役員10名と福祉委員13名
が参加し、南部地域包括支援
センター職員を講師に、高齢
者の健康について学びました。

※ひとり暮らし高齢者事業は、社会福祉協議会にひとり暮らし登録をされた方を対象に実施していま
す。まだ登録されていない方は、ぜひ登録いただき日頃の関係づくりでいざという時にも備えましょう。

登録には、お住まいの地区の福祉委員さんか、瑞浪市社会福祉協議会事務局へお声掛けください。

社会福祉協議会支部の活動



災害ボランティアセンター設置等に関する協定締結

介護者のつどい ２月参加予約受付中

11 月 16 日、瑞浪市社会福祉協議会は、瑞浪市と災害
ボランティアセンターの設置等に関する協定を締結しまし
た。今回の協定締結により、災害ボランティアセンターの
運営を資金面、物資面共に円滑かつ効果的に行う基盤がで
きました。

社会福祉協議会は、災害発生時に災害ボランティアセン
ターを設置 ･ 運営し、ボランティアとともに被災者の生活
再建支援を行うことになります。

災害はないに越したことはないですが、発生した場合に
は、みなさんの協力が必要です。よろしくお願いいたします。

介護者のつどいは、毎月１回ハートピアで開催して
います。ハートピアでのつどいには、事前申し込みは
不要です。

11 月 20 日は、櫻戸美由紀さんを講師に、フォト
フレーム付きのリース作りをしました♪いつもはお
しゃべりで盛り上がりますが、この日はみんな黙々と
夢中で作りました。

日　　時　令和３年２月 19 日（金）
時　　間　10：00 ～ 13：00
場　　所　地域交流センター　ときわ　調理室
対 象 者　介護者・65歳以上の方・65歳以上の方と同居する家族 の いずれかに該当する方
参加費用　無料
持 ち 物　エプロン、三角巾等
申し込み　２月 10 日（水）までに瑞浪市社会福祉協議会へ（TEL 0572-68-4148）

栄養があって、食べやすく、簡単にできちゃう “ やさしい・うれ
しい ” 惣菜パン作りを予定しています。いいにおいがしてきますね。

高齢者にもやさしい食事教室を開催します

一緒にコーヒーを飲んで、お話しませんか？
少人数ですので、気軽に来てくださいね。

見学だけも大歓迎です。
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匿名 ………………………………………………………… トイレットペーパーたくさん
東美濃郵便局長会 土岐部会夫人会 ………………………………………… タオル・洗剤
瑞浪ライオンズクラブ ……… クリスマスツリー（子ども発達支援センターぽけっとへ）
㈱ダイナム …………………… お菓子詰め合わせ（子ども発達支援センターぽけっとへ）

陶児童館利用者 小栗正敏 ㈱東濃マシンツール
小栗房江 ㈱イトウ加研 麗澤瑞浪中学・高等学校
陶宅老所いちにのさん ㈱丸新美濃瓦 河村商店 加納明美
マツイデンキ みずなみ陶生苑 伊籐千津子 三宅節子
加藤芳彦 伊藤弘子 木村建材㈱ 今井紀子
㈱渡辺石材 JP労組東濃支部 桑村会計事務所 匿名２名

寄 付 金 ・ 物 品

古 切 手

（１１月２日～１２月18日受付分　敬称略）

あたたかいこころ　ありがとうございました。

問題　児童館が対象としている「児童」とは、何歳から何歳未満でしょう？
♥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（フリガナ）・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３年２月10日（水）消印有効
11月15日号のこたえ　　「ひなたぼっこ」
当 　 選 　 者 　鈴木好美様　　奥村ゆり子様　　佐々木由里子様

＊当選者には、景品を１月1１日に発送しました。

クイズコーナー？
？ ？？

生命保険協会岐阜県協会様から「福祉巡回車」を寄贈していただきました。
各支部の活動支援やサロ

ンへ伺うなどの地域福祉活
動に、大切に利用させてい
ただきます。
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み な ボ ラ センター

ボランティア

コーナー
No.74

いっしょに

ボランティ
アをしませ

んか

瑞浪市ボランティア連絡協議会
本会は、ボランティア団体の力を結集し、ボランティア活動の発展と社会福祉の向上をめざすとと
もに、ボランティア活動への理解を広めることを目的としています。

毎年研修のひとつとして岐阜県ボランティア・市民活動フェスティバルへ参加していま
す。今年は中津川市で開催予定でしたが、感染拡大防止のため名称を替えてオンラインで
開催されることになりました。このため、ボランティアさんにはハートピアの会議室に集
まっていただきました。ボランティアセンター担当者はパソコンの画面をスクリーンに映
し出すオンライン研修をすることが初めてでしたのでうまくいくか心配しましたが、無事
に参加することができました。途中で音声が乱れることもありましたが、岡山県・東京都・
島根県の方々の実践紹介を聞くことができました。
映像と音声で遠隔にいる相手ともコミュニケーションがとれるので、他県のボランティ
ア活動を知ってよい刺激になるとみなさん喜ばれていました。

瑞浪市民図書館のメイン玄関前からでもよく
見える大きなクリスマスツリー。これは、ツリー
をイメージして貼った色画用紙なのですが、各
ボランティア団体の活動が紹介されています。
毎年市内のさまざまな場所をお借りして開催し
ています。
今年は図書館で開催しましたので、手作りのし

おりを用意してみなさんをお待ちしていました。
ご覧いただけたでしょうか・・・？

活動紹介①

活動紹介②

12月３日（木）　岐阜県ボランティア・市民活動フォーラム参加
～はじめてのオンライン研修～

12月10日～12月24日　ボランティア活動紹介のパネル展示
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日　　時：毎月第４土曜日　10：00～12：00
（ボランティア活動は9：30～）

活動内容：・来所者にコーヒーやお茶出しをする
・準備と片付け

対　　象：どなたでも大歓迎
家にこもりがちな方、障がいのある方もぜひ一歩を踏み出すきっかけにして
みませんか？

ボランティア活動をしながら
一緒に手話も覚えてみませんか？

暮らしの困りごとありませんか？

ボランティアグループの「ふくしお助け隊」が
お手伝いします！
一人ではできないこと、高齢になってできなくなったことなど、
みなさんの暮らしを応援します。

【お手伝いの内容】（依頼内容についてはご相談ください）
・1時間以内でできる軽作業
例）布団干し（取り込み）、電球の交換、包丁研ぎなど

【依頼方法】瑞浪市社会福祉協議会　６８－４１４８　までお電話ください。

手に持っているのは会員が作った手作り杖です。
鶴ヶ城と小里城に置いてありますので、ぜひご利用ください。

ふくしお助け隊は、高齢者・障がい者の方の
生活支援ボランティアグループです。

令和3年1月15日	 社　協　だ　よ　り	 （9）

ハートピアで開催している手話サロンの運営スタッフを募集しています。
手話サロンは、聴覚障がい者・健聴者、手話ができる・できないなど関係なくおいしいコーヒー
を飲みながら手話を交えておしゃべりを楽しむところです。

ボランティア募集

※興味のある方は１月23日（土）10：00にハートピアに来てください。
　または、お電話ください（TEL　68-4148）



日　時　１月 26 日（火）
13：30 ～ 15：00

場　所　市民福祉センターハートピア２階・介護者教室
参加費　無料
対　象　関心のある市民
定　員　30 名（締切１/22【金】。定員になり次第締切）
講　師　渡部 伸 氏

（行政書士、社会保険労務士。自らも障がいのある子の
親として「親なきあと」相談室を開設し、将来にむけ今
から出来る取り組みを一緒に考える活動を展開中）

参 加 費　3,000 円（５回分。初日に集金）
申し込み　２月５日（金）締切
定　　員　10 名（定員になり次第締切）
持 ち 物　申し込み時にご説明します。

生きづらさを抱えるご家庭から時々伺う、将来への不安。
様々な選択肢などをお聞きいただき、不安解消にお役立てください。

障がいのある子の「親なきあと」から「親あるあいだ」の準備

申込・問合せ先　瑞浪市社会福祉協議会　☎ 68-4148
※コロナウイルス感染症蔓延状況により、すべての講座・講演で延期・中止の可能性もあります。

障がい福祉講演会

日にち 時　間 内　容

１ ２月 17 日（水） 10：00 ～ 11：30 木工工作をしてみよう（工具の正しい使い方）

２ ２月 24 日（水） 10：00 ～ 11：30 水回りの修理をしてみよう（パッキン交換など）

３ ３月  3 日（水） 10：00 ～ 11：30 家庭菜園に挑戦してみよう（プランターで育てる）

４ ３月 10 日（水） 10：00 ～ 11：30 草刈りをしてみよう（草刈り機の選び方、使い方）

５ ３月 17 日（水） 10：00 ～ 13：00 炭を起こしてみよう（上手な起こし方と炭火料理）

DIYや家庭菜園、いまさら聞きにくいけど、
興味はあるんだよなぁ～

今から始める、おっさんの趣味講座

今がはじめ時です。自分のために、家族のために、地域のためにふみだしてみませんか？

年齢問わず、
「自分はおっさんだ」と
思う方は参加できます！

参加者募集

（10）	 社　協　だ　よ　り	 令和3年1月15日


