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この広報は、共同募金の協力によりこの広報は、共同募金の協力により
発行しています。発行しています。



ボランティア育成ボランティア育成
○気軽に参加できる入門講座の開催
○スキルアップ講座の開催 など
＊「点訳ボランティア養成講座」「手話奉仕員養成講座基礎編」
    「ボランティア入門講座」などを予定しています。
福祉教育の充実福祉教育の充実
○福祉学習出前講座（福祉協力校向け・一般向け）の開催
○親子で参加できる講座の開催 など
＊「夏休み親子ふくし講座」「福祉学習出前講座」などを予定しています。

各種講座の開催各種講座の開催
○福祉委員研修会の開催
○ふれあいいきいきサロン実施者向け講座の開催 など

ボランティア活動育成・支援ボランティア活動育成・支援
　○ボランティア登録団体への活動費助成、活動場所や資材の貸出等の支援
　○ボランティア連絡協議会の定期開催、組織力強化の支援 など
福祉委員・支部の運営体制の強化福祉委員・支部の運営体制の強化
　○ ひとり暮らし高齢者向け機関誌「ひなたぼっこ」の配布による、見守り
体制の強化

　○自立した支部活動に向けての支援 など
社協職員の体制強化社協職員の体制強化
　○災害時対応の整備・訓練の実施
　○福祉機器貸出事業の実施 など

在宅高齢者・介護者・障がい者の居場所づくり在宅高齢者・介護者・障がい者の居場所づくり
○介護者のリフレッシュ事業、介護負担を軽減できる技術
を学ぶ場の提供
○ふれあい・いきいきサロンの充実、サロン交流会の開催
○社会との関係が希薄（引きこもり等）な方々を対象にし
た、「居場所づくり事業」の実施 など

＊「介護者のつどい」
     「障がい者サロン」「居場所づくり事業」の充実を図ります。

　　　 「おたがいさま」のこころで地域福祉活動に参加する　ひとづくり

　　　「おたがいさま」のこころでささえあう　体制づくり

　　　 「おたがいさま」のこころで交流し顔見知りを増やす　居場所づくり

2019年度

瑞浪市社会福祉協議会事業計画
　　基本目標１

　　　　基本目標２

　　基本目標３
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幅広い市民が参加できる事業の開催幅広い市民が参加できる事業の開催
　○ 認知症や障がいへの理解を深めるための講座・講演会の
開催

　○ 高齢者、児童、障がい者など、幅広い世代や対象者が参
加できる事業の実施

＊ 今年度も「福祉講演会」「福祉映画会」などを開催します。

子育て支援子育て支援
　○児童館のない地域での、移動児童館の実施
　○障がい児のための放課後デイサービスを実施（子ども発  
　　達支援センター） など

ボランティアと市民のコーディネートボランティアと市民のコーディネート
　○登録ボランティアの整備、ボランティア人材マップの充実と活用
　○社協だより、ホームページ等でのボランティア情報提供 など

住民同士が顔見知りとなり、安心安全なまちづくりを目指す住民同士が顔見知りとなり、安心安全なまちづくりを目指す
　○福祉まつりの充実（2019年10月14日開催予定）
　○社会福祉大会の開催（2020年2月1日開催予定）
　○ 生活福祉資金、日常生活自立支援、生活困窮者自立支援
事業のＰＲ・理解の推進 など

市民の期待に応える社協市民の期待に応える社協
　○ 次の事業の参考にするため、各事業の終了後にアンケー
トを実施

　○ 市民のニーズを把握するための市民意向調査を実施 
 など

地域福祉活動計画の推進地域福祉活動計画の推進

財源の確保財源の確保　　　　　　など

　　　「おたがいさま」のこころで見守りささえあう　まちづくり

　　　「おたがいさま」のこころでともに活動するための　基盤づくり

＊「おたがいさま」の心で、地域の誰もが、
安心・安全に住み続けることができるような
思いやりにあふれた街づくりを目指します。
　私たちの活動に賛同し、ボランティア活動
をしてくださる方をお待ちします。

　　基本目標４

　　基本目標５
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2019年度一般会計予算
収入の部

会費収入 8,412
寄付金収入 590
補助金収入 24,706
共同募金配分金収入 4,791
受託金収入 159,105
事業収入 157
負担金収入 3,352
介護等事業収入 57,218
障がい者福祉サービス等事業収入 28,055
その他の収入 13,578
前期末支払資金残高 101,633

合　　　計 401,597

 単位：千円

支出の部
法人本部事業 54,658
ボランティアセンター事業 5,036
地域福祉事業 15,415
生活困窮者自立支援事業 6,818
障がい者・障がい児事業 60,954
児童館・児童センター事業 56,439
市民福祉センター事業 24,836
老人憩いの家・生きがいデイ事業 34,883
介護保険事業 58,792
障がい者居宅介護事業 8,479
当期末支払資金残高 75,287

合　　　計 401,597

収 入
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会費の納入にご協力ください
社会福祉協議会は、社会福祉法で「地域福祉活動の中核となる団体」と位置付けられています。
地域住民・関係団体およびボランティアの協力を得て事業を進めており、皆さまからの会費
につきましては下記グラフのように各事業の貴重な財源となっております。
会費につきましては、今月より各自治会を通じてお願いをいたします。
社会福祉協議会の活動をご理解いただき、会費納入にご協力いただきま
すようお願い申し上げます。
なお、自治会に加入していない皆さまにつきましては、社会福祉協議会
までお問い合わせください。
（0572-68-4148）
会費は1口500円ですが、2口加入にご協力ください。

会費の使途

会費の使い道
社協支部活動費 51% 4,275

高齢者、介護者支援 15% 1,270

福祉映画他各講座 14% 1,183

福祉協力校、ボランティア支援 15% 1,279

各種ボランティア講座 5% 405

単位：千円

福祉協力校
ボランティア支援

15%

各種ボランティア講座　5%

福祉映画会他
各講座
14%

高齢者、介護者支援　15%

社協支部
活動費
51%
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福祉委員は、各自治会から推薦され、社会福祉協議会の
会長から委嘱されています。行政や市社協では目が行き届
かない細かいところを、福祉委員の目で見つけ、地域や関
係機関と協力して問題解決に協力します。地域の皆さんの
ご協力が不可欠です。よろしくお願いします。（敬称略）

瑞
浪
支
部

上山田 安藤　英雄
下山田（西平） 原　　歌子
　　　（登り） 今井　紀子
　　　（東平） 柴田　智咲
　　　（山田苑） 岡田貴恵子
　　　（山本） 安藤　康男
下山田団地 渡邉　冷子
入ヶ洞 林　　君子
新山田 䑓信　弘美
明賀台 鈴村よし子
穂並 鈴木　雄登
上小田北（東原） 細川　善正
　　　　（竹尾） 三宅　孝吉
　　　　（市場） 幅　　昭文

上小田北（台） 馬場　　孝
上小田南（大法原） 横山　直樹
　　　　（中原東） 大山　国彦
　　　　（中原西） 安藤　康和
　　　　（西原） 浅野　千弘
大法原団地 村瀬八重子
下小田（和合） 竹内　脩二
　　　（紺屋原） 奥村　　博
　 （中屋敷第1） 伊藤　英造
　 （中屋敷第2） 伊東　好文
　 （中屋敷第2） 正村　逸志
ひばりヶ丘 奥村　幸雄
上一色 加藤　　信

下一色 横地　啓子
下一色 加藤　尚子
南上野 小木曽靖司
北上野 曽我　弘司
高月 渡邉　靖治
宮前 佐々木光子
元町 西尾　直泰
上本町 三宅　昌彦
浪花 岩島　孝子
中組 大井　圭子
水の木 髙木　京子
西本町 長井　博之
竜門 有我　信義
公園 小木曽きし江

土
岐
支
部

栄町い組 三宅　勝則
栄町ろ組 内藤　真平
栄町は組 酒井　秀和
栄町に組 大山　寛治
益見第1 今井　道明
益見第2 後藤　安伸
益見第3A 梶田　静子
益見第3B 日比野　准
益見第4A 佐々木　実
益見第4B 松本　照幸
一日市場上組 赤坂　豊和
一日市場上組 澤野　邦夫
一日市場下組 太田　　健

一日市場下組 伊藤　信廣
一日市場天徳 水野　敏彦
一日市場天徳 土本　伸二
市原1・3  後藤恵美子
市原5~8 水野　人実
市原9~11  山田　允久
市原12~15 水野　　肇
市原16~20 日比野弘司
桜堂 石田巳津治
桜堂 宮地　一世
清水 若松　伸自
清水 三浦　啓子
鶴城 足立　安博

鶴城 加納　賢二
木の暮 只腰　知樹
鶴城団地 河野　宏俊
名滝 鵜飼　逸美
名滝団地 西尾あきみ
奥名 兼松　洋由
下沢 鵜飼　昭彦
庄ヶ洞 土屋　義隆
大久手 木股　昭平
仲ヶ平 水野　　弘
大草 酒井　良一
学園台 山口　一広
学園台 水野　英史

稲
津
支
部

山の田1 岩島　和彦
山の田2 武山　唯司
産郷 工藤　俊明
中屋敷 山末　茂紀
五郷 愛知　正紀
三角 岩島　昭和
神戸 加藤　重光

下小里 澤井　忠明
羽広 土本　博司
須の宮 井貝　哲夫
糠 土本　基男
川折 後藤　逸男
棚田山 福田　正明
河原 加納　文男

小井戸 平子　隆彦
水洗 勝股　　治
中洞 後藤　　修
上平 愛知　計介
大牧 工藤　岳彦
池 後藤　利充
学園 大島悠士朗

わたしたちが福祉委員です。わたしたちが福祉委員です。
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陶
支
部

東町 1 川野ひと美
東町 2 樋口　潤一
東町 3 板垣　秀明
細久手 天野　健司
旭町 1 水野　房子
旭町 2 荻野　　清
旭町 3 臼井　紀仁
旭町 4 熊谷　　勇
新町 1 梅村　秀雄
新町 2・3 可知井大三
新町 4 伊藤　正義
本町 1 加藤　昭衣

本町 2 山内　健二
本町 3 水野　博文
本町 4 高橋　英昭
本町 5・6 加藤　精一
元町 1 大澤　靖和
元町 2・3 村瀬　忠行
梨ヶ根 宮島佳代子
下山町 竹口　久幸
宮町 秋山　英基
西町 加藤　英樹
学校前 羽柴　裕司
あけぼの台 今瀧　　悟

水上1 熊谷　真一
水上2 小木曽　修
水上3 小木曽森司
水上4 小木曽博文
大川1 河野　佳宜
大川2 田辺　廣明
大川3 平岩　末男
大川4-1 西尾　誠司
大川4-2 河野　誠也
大川5 緑川　史子
大川6 須貝　ヤイ
大川7 鰐部　朋生

戸
支
部

平山 足立　　一
論栃 中島　重孝
川戸 小栗　秀忠
神徳 堀部由香利
上平、青葉台 水野　末光
エスポラン 亀山　光雅

大細 水野　孝則
上切 山路　容子
下切 藤元　憲行
東大島 古山　　保
中大島 林　　昌宏
竜吟団地 江島　夏子

西大島 大畑　久夫
町屋 鈴木　　誠
中切 安藤　高行
宿 藤田　勝久
公文垣内 溝口　良平

大
湫

支
部

神田 板橋　京子
足又 足立きみ子

北 松浦　規子 西 渡邊真澄美

日
吉
支
部

常柄 川尻　　勉
本郷 安藤　徳善
白倉 小栗　孝司
南垣外 渡辺　　勝

宿 長谷川和文
宿洞、社別当 三輪　正徳
半原 土屋　敏幸
細久手 伊神　敏弘

平岩 古田巳喜夫
田高戸 山下　智弥
深沢 古田　講造
北野、三和の郷 伊藤　茂博

明
世
支
部

月吉 1 加藤　征樹
月吉 2- 上 西尾　　新
月吉 2- 下 中根　　宏
月吉 3 奥村　健之
月吉 4 早瀬　宣明
月吉 5 成瀬　治彦
月吉 6 木村　廣晴
戸狩 1 山本ひとみ

戸狩 2 余語　賢一
戸狩 3 伊藤　春枝
戸狩 4 有賀　達弥
戸狩 5 宇土　博文
戸狩 6 大森　建生
戸狩 7 伊藤　直樹
戸狩 8 加納　佑也
戸狩 9 加藤美知代

戸狩 10 西尾　淳也
戸狩 11 大島　貞則
山野内 1 安藤　久子
山野内 2 伊藤　通康
山野内 3 伊東　昭彦
山野内 4 安藤ゆかり
山野内 5 今井　伸彦
山野内 6 安藤　嘉章

○各支部共通事業
　＊ひとり暮らし高齢者の見守り活動
　＊ふれあいいきいきサロンの運営、支援
　＊高齢者とこどものふれあい事業
その他、支部ごとに独自の事業を実施していま
す。地域の皆さんもどんどん参加してください。

私たちが支部長です。
瑞浪：鈴木　芳明　　土岐：水野　人実
　陶　：村瀬　平一　　稲津：後藤　　修
戸：溝口　良平　　大湫：纐纈　富久

日吉：古田　講造　　明世：大森　建生

社協支部では、こんなことをしています。
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問題　福祉講演会の講師は誰でしょう？
♥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。　ｍ-shakyo.org
応募締め切り　2019年６月20日（木）消印有効
３月１日号のこたえ　　おもちゃドクター養成講座
当　選　者　　　西尾眞理子様　　湯原康二様　　森本千代子様
　　　＊当選者には景品を５月10日に発送しました

クイズコーナークイズコーナー？？ ？？？？ ？？

瑞浪市市民福祉センターハートピアで「多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市の社会福祉
協議会における災害時相互支援に関する協定」を３月 28日に締結しました。
大規模災害時には、社会福祉協議会では市の災害
対策本部と協議し「災害ボランティアセンター」を
設置・運営します。
住民生活に甚大な被害が発生した災害に対し、単
独の社協では十分な支援活動が実施できない場合
に、東濃５市社協が相互に連携・協力し、効果的か
つ円滑に被災者への支援活動等を行います。職員の
派遣や災害ボランティアセンター運営、資機材の募
集などで協力していきます。

皆さまから「古切手」をお寄せいただくと、公益社団法人日本キリスト教
海外医療協力会切手部に送り、古切手コレクターに買い取っていただくこと
で現金化し、海外保健医療協力活動のために役立てられます。
封筒やハガキに貼ってある切手を、まわりおよそ１cmくらいで切り取っ
てお持ちください。

東濃５市の社会福祉協議会で災害時相互支援協定を締結

使用済切手が役立ちます

82

い。
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土岐小学校昭和36年卒業生同窓会一同 ……………………………………… 45,519円
瑞浪桔 ライオンズクラブ …………………………………………………… 30,000円
ユニー株式会社「小さな善意で大きな愛の輪」運動
　　　　　　　　ピアゴ瑞浪店　店長 冨士井秀樹 ………………………… 47,313円
匿名 …………………… 30,000円 匿名 …………………………… 3,000円
匿名 …………………… 20,000円 匿名 …………………………… 2,000円

水野和弘 ………タオルたくさん　 梅村祥世 …………………………タオル
纐纈さち江 ……タオル、紙おむつ 安藤友子 ………………タオルたくさん

安部利美　　加藤人幹　　赤岩かつ子　　福田佐枝　　加藤富子　　小倉龍枝
安藤友子　　纐纈さち江　　田原栄美　　石王明　　（株）ツノガイ不動産
（株）丸新美濃瓦　　瑞陵中学校　　中京学院大学付属中京高校
廣池学園まんりょうの会　　東濃マシンツール　　木村建材（株）
アツミスポーツ　　カーフレッシュクワバラ　　さかえや化粧品店
（株）イトウトレーディング　　土屋商会　　昭和建物管理（株）
創作料理「陸」　　匿名7名
瑞浪市社会福祉課　　陶児童館利用者

寄 付 金

物 品

古 切 手

2月16日～4月23日受付分（敬称略）（
あたたかい善意あたたかい善意　　ありがとうございました。ありがとうございました。

瑞浪市社会福祉協議会　〒 509-6123　瑞浪市樽上町１丁目 77番地　☎（0572）68-4148
申し込み・問い合わせ

ともにん

　　　　　　　正規職員１名（社会福祉士）　令和元年 10月採用
○申込期限　　令和元年５月 15日（水）～６月 21日（金）
○試 験 日　　令和元年７月６日（土）
○試験場所　　瑞浪市市民福祉センター「ハートピア」
○試験内容　　適性検査・面接
○試験案内　　５月 15日より社会福祉協議会事務局にて配布します。

　　　　　　　登録ヘルパー若干名（２級ホームヘルパー以上の介護資格を有する者）
○勤 務 日　　都合のよい曜日、時間（要相談）
○受付期間　　随時

＊詳細については、瑞浪市社会福祉協議会ホームページ及び試験案内をご覧ください。

募集職種

募集職種

職員を募集します
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み な ボ ラ センター

ボランティア

コーナー
No.65

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

瑞浪市ボランティア連絡協議会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。

2019年度ボランティア連絡協議会会長の澤井さんです。

■瑞浪市赤十字奉仕団　　　　　　　■ボランティアさわやか会　　■ボランティアひまわり会
■音訳ボランティアともしび会　　　■手話サークルあすなろ　　　■食生活改善推進協議会

■病院ボランティア 院内移動図書館 ひまわり
■陶ゴールド会　　　　　　　■訪問ボランティア
■花かざり瑞希　　　　　　　■傾聴ボランティアダンボ
■小里川ダム里山教室　　　　■てんやく瑞浪
■ハートメール　　　　　　　■図書館ボランティア
■介護予防サークルの会　　　■ふくしお助け隊
■瑞浪災害救援ボランティア

以前、新聞で目にした心に残る言葉があります。
『幸せは、知恵と己の心がけ』
不満にばかり思うのではなく、自分の考えと心がけによって幸せ
は見つけることができる。
「ハートメール」に所属して10年経ちますが、人生の先輩方から
の “おたより ”を読み、いつも力を貰っています。
少しでもお手伝いさせていただけたらと始めたボランティアです
が、私の方が沢山の幸せをいただきました。
ボランティアは、特別な事ではありません。自分の得意な事・関
心のある事・身近な行動から始めましょう。
ボランティアで新しい可能性をみつけてみませんか？

18 団体

ぼくの名前は「ポーポー」
みなボラで瑞浪市のボラ
ンティアさんたちの活動
を紹介します。
楽しみにしていてね。

瑞浪市ボランティア連絡協議会
会長　澤井　芳美さん

（ハートメール）
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平成 30年度も全５回の内容で「アクティブメンズ講座」を開
催しました。
１回目はコーヒーマイスター、池田昌弘さんによる「おいしい
コーヒーの淹れ方教室」。コーヒーの淹れ方の説明・実践だけで
なく、コーヒー豆の種類・産地・特徴、抽出器具の種類について
など、幅広く学ぶことができました。
２～４回目は七野恵子さん、猿爪三代子さんによる「男の料理
教室」。今回は “手ごねパン ”“ 春野菜を使った和食 ”“ きのこたっ
ぷりカレー ”などを作りました。先生の説明やレシピを参考にし
ながら、みんなで楽しく賑やかに料理をすることができました。

５回目は、道の駅らっせいみさとに
て「そば打ち体験＆賞味」。生地を１
からつくり、のばし、切るまでの工程を体験しました。中には「これ
はうどん？？」というほど太いものがありましたが、それも含めて美
味しく楽しく賞味しました。（やはり、出来たて・茹でたては最高！）
「他の人とのつながりがあまりなくて、外に出るのが…」と思って
いらっしゃる方、今年度も開催する予定ですので、ぜひ参加していた
だき一緒に楽しみましょう！！

３月 23日、認定特定非営利活動法人「レスキュース
トックヤード」栗田暢之代表理事を講師に迎え、「災害
ボランティア講座」を開催しました。
午前の講座では、災害ボランティアは泥出しだけでな
く、さまざまなボランティアが必要なことやボランティ
アの役割などを話されました。
午後は、ワークショップということで、東日本大震災
での足湯のつぶやきから、課題と現状を整理し、どのような解決方法があるかグループで話し、
発表をしました。（足湯をしているときのつぶやきには、被災者が普段言えない思いが隠されて

おり、ちょっとした被災者の声から必要としていること
を引き出し、災害ボランティアにつなぐことができる。）
被災者の気持ちを知り、自分のできる災

害時支援を発見できる講座で、災害救援ボ
ランティアに３人の方に入っ
ていただくことができました。

災害ボランティア講座を開催しました

アクティブメンズ講座を開催しました
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