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第33回

みずなみ福祉まつり第33回

みずなみ福祉まつり
作品展示  ～福祉協力校・福祉施設・ボランティア連絡協議会等～

体験コーナー  ～手話・点訳・音訳・防災グッズ・プラバン・脳年齢・骨密度等々～

　台風２５号の進路にどきどきしながらの準備でしたが、当日は好天に恵まれ暑い日になりました。
　開会前からシャトルバスを利用して多くの皆さんが来場されました。
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屋外は楽しいことがいっぱい！  ～買って・食べて・くじをひいて…～

　住み慣れた地域でだれもが安心して生活で
きるように、地域の人同士が助け合うことが
必要になってきています。
　「福祉まつり」がそんな
ことを考える機会になるこ
とを願っています。
　ご来場いただいた皆様、
実行委員の皆様、ありがと
うございました。
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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」「ハナナギ」

心の触れ合いを大切にひとりひとりの満足を追及し、互いに共感・共有できる関係から、利用者様の想いを第一
に、楽しいと感じていただける時間を提供しています。

デイサービス
「うさぎの里」

うさぎの里では、２千坪の広大な庭を歩くリハビリを楽しんでいただいたり、様々なレクリエーションを皆さん
で楽しみます。また、文化教室も楽しんでいただけます。

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
「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。

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

陶技学園兄弟姉妹の会 陶技学園を利用する方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
障がい者理解及び福祉増進のための社会活動を行っています。

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。

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。

桔梗ライオンズクラブ 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。

第 33 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

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。

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。

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。

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」「釜戸支部」「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。

【その他複合施設】
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 たくさんの人がかかわっているんだね。
ぼくは、初めてだからびっくりしちゃった。
たくさんのお客さんに目が回ったよ。	
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　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
お手伝い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。ぜひ一度お出かけください。

日　　時 内　　　　　容 会　　　場

12月20日（木）
13：30～15：00

介護予防体操をしましょう。
介護者が元気でいないと！！ ハートピア多目的室

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

	 3月20日（水）
13：30～15：00

介護の方法を学びましょう。
6月にもお世話になった佐藤先生です。 ハートピア多目的室

＊いずれも、参加費は 100 円です。

自分にできる災害時支援を発見して、いつか誰かを支える一歩に !
日時・内容　　平成 31 年 1 月 14 日（月・祝）
　　　　　　　10：00 ～ 12：00　  講義　『災害ボランティアについて』
　　　　　　　12：00 ～ 13：00　  休憩　
　　　　　　　13：00 ～ 15：00　  ワークショップ
　　　　　　　　　　　　　　　　　 『災害ボランティアの支援のヒント』
講　　　師　　認定特定非営利活動法人　レスキューストックヤード
　　　　　　　　　　　　　代表理事　栗田 暢之 氏
場　　　所　　市民福祉センター　ハートピア　２階　介護者教室
参 加 対 象　　災害ボランティア活動に関心のある市民
参　加　費　　無料
申込み期限　　12 月 27 日（木）まで
申込み・問合せ　　瑞浪市社会福祉協議会
　　　　　　　　　TEL：0572-68-4148　FAX：0572-68-4173

介護者のつどい

災害支援ボランティアを募集しています

災害ボランティア講座
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おもちゃドクター養成講座
受講者募集　

手話サロンのお知らせ
☆毎月第 4土曜の午前 10時 ~12時　ハートピア「多目的室」で開催☆

　手話を習ったことがないという人も、指文字や自己紹
介などを教えてもらいながら、手話での会話を楽しんで
います。
　今年の最後の手話サロンでは映画会を開催します。
　まだ、来たことのない方もいっしょに楽しみましょう。

日　時　　平成 31年 1月 19日（土）　午後 1時 ~4時
　　　　　　　　　1月 20日（日）　午前 10時 ~午後 4時（休憩 1時間）
内　容　　講義 : 心構え、修理工具、測定用具の種類と選び方、電池の種類、
　　　　　　　　接着剤の選び方、故障診断・診察法、補修部品・素材の選び方
　　　　　実習 : 簡易電源パック、スピーカーテスターの制作
講　師　　日本おもちゃ病院協会　 
場　所　　市民福祉センター　ハートピア　2 階　研修室
対　象　　高校生以上のボランティアに関心のある方、おもちゃに関心のある方
定　員　　20 名（2 日とも参加できる方）
受講料　　無料　ただし、テキスト代　1,890 円は自己負担
持ち物　　筆記用具、ドライバーセット、ラジオペンチ、ニッパー、カッターナイフ、
　　　　　ピンセット、ハンダづけ用具一式
申込締切　平成 30 年 12 月 27 日（木）
問合せ・申込み　　瑞浪市社会福祉協議会　TEL68-4148　FAX68-4173

　おもちゃドクターは、壊れたおもちゃを修理し、子どもたちへ
「物を大切にするこころ」を育むことやおもちゃが直った喜びを
子どもといっしょに体感する活動です。
　少しでもやってみたいと思った方、受講してみませんか。

日　時：12 月 22 日（土）午前 10 時 ~12 時
協力金：100 円（飲み物代として）
＊障がいのある人も障がいのない人も同じ現場で、同じ目的、目標に向かって仕事ができるとい

う現実と、ひとつのものを一緒に作り上げていく素晴らしさをこの作品を通して感じて下さい。

映画　「明日の君へ～幸せのスケジュールより～」

映画会
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問題　手話サロンで上映する映画の題名は何でしょう？
♥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30年12月17日（月）消印有効
9月15日号のこたえ　　２か所　でした。
当選者　　西尾美恵子様　　松井文子様　　佐橋幸夫様　　景品は、11月10日に発送しました。

クイズコーナー？ ？？ ？

しづく会… ……………………………… 2,400円
瑞浪市金融協会… ………………………40,000円…（福祉まつり協賛金として）
ときわ歌謡まつり… ………………… …67,130円…（チャリティー歌謡祭にて）
匿名… ……………………………………20,000円
瑞浪高等学校… …………………………17,550円…（福祉まつり売上金）
東濃信用金庫瑞浪支店… ……………… 1,330円…（店頭チャリティーボックス）
… ………………………………………… 3,500円…（百縁商店街的あてゲーム売上金）
猿子村ふれあいまつり実行委員会… … 7,802円
瑞浪市長寿クラブ連合会女性部… ……10,000円…（福祉まつりバザー売上金）
木股ゑつ子… ……………………………50,000円…（白寿の祝いに）
４C合同集会………………………………24,646円

匿名… ……… （尿とりパッドたくさん）　　匿名… ……………（はがきたくさん）
匿名… ……… （粉ミルク）　　　　　　　　松浦邦男… ………（衣類）

㈱イトウトレーディング　　ゴールドエイジラピーヌ
㈱東濃マシンツール　　香りの店　　和田石材店　　桑原蓮成
㈱丸新美濃瓦　　東濃信用金庫瑞浪支店　　田中円　　小倉龍枝　　陶児童館　
丸釜釜戸陶料㈱　　瑞浪市役所（農業委員会・農林課・福祉課）
匿名4名（福祉まつり会場にて匿名2名あり）

寄 付 金

物 品

古 切 手

９月１日～１０月３１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。

このほかに、書き損じはがきも受け付けています。
また、ベルマークは、東濃特別支援学校 PTAが集めています。
ハートピアに回収ボックスが置いてありますのでよろしくお願
いします。
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