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第32回

みずなみ福祉まつり第32回

みずなみ福祉まつり

作品展示

体験コーナー

笑顔がいっぱい

　１０月９日（体育の日）に「福祉まつり」を開催しました。
　当日は、日差しはなかったものの暑い日でしたが、例年より多い来場者があり、どのコーナーも大賑わい
でした。作品展示や体験コーナー、食べ物コーナーなど、みなさんはどのコーナーが心に残っていますか？
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いろいろ
あったね。

みんな大好き、バザーコーナー

「みずなみ福祉まつり実行委員会」は、福祉につい
てやボランティア活動に関心を深めていただくこ
とを目的として開催しています。
そのためには、一人ひとりの思いが大切になりま
す。福祉まつりが「私がやるべきこと」を考えるきっ
かけになってくれることを願っています。
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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。

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。

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。    

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

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、笑顔に満ちた雰囲気の中 「笑」 にこだわり、親身
なサービスを心がけています。

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。

でいさーびす「和」 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。

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。

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 障がい者支援施設で、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。

第 32 回　みずなみ福祉まつり ～参加団体活動紹介～
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【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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

身体障害者福祉協会 身体障がい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。

教育保育研究会 園経営の適正化、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や講演会等を開催
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】
「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】
「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】
「桜寿荘」「福寿荘」「さくら」
自立した生活を送っている高齢者や障がい者の方が、元気で生きがいを持って暮らしていくことを支援
する施設です。

【その他協賛・協力団体】
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」
共同募金会瑞浪市支会

以上のように、たくさんの団体によって盛大に開催することができました。
ご協力ありがとうございました。
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共同募金のはじまり
　共同募金は「赤い羽根募金」の愛称で知られ、毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで共同募金運動
として全国で展開されます。
　戦後の 1947 年（昭和 22 年）に全国的に始まった共同募金運動は、その後、社会状況や人々の生
活も大きく変化する中で、「たすけあい」「共生社会」実現への大きな役割を担って今日に至っています。

共同募金は「共同募金会」が行う募金
　「共同募金」は「共同募金会」という団体によって、都道府県を単位として行われている募金です。
さらに、県内で「共同募金」に寄付したお金は、県内の社会福祉に使われます。
　瑞浪市で集まったお金の 7 割は瑞浪市へ。2 割は県内へ。1 割は災害時のボランティアに使われます。

共同募金は計画募金
　共同募金は事前に県内の福祉団体や社会福祉施設からの要望を受け、「配分先」「配分金額」を決め
る募金です。各団体・施設の要望に応えるために必要となる金額がその年の「共同募金目標額」とな
ります。
※決して強制するものではありませんが、福祉の充実のために目標額が達成できるようご協力をお願
いいたします。

災害ボランティアの支援も行う共同募金
　共同募金は原則寄付された地域で活用されますが、昨今のように国内で大規模災害が発生した場合
は、災害が起きた地域にある「共同募金会」に対し、他県の「共同募金会」が都道府県を超えて拠出
します。
　大規模災害発生時に救援活動を行うボランティアグループ、団体又は社会福祉施設などの活動にか
かる経費の一部を支援しています。
※事業所の皆様へも共同募金への依頼書が届いていると思いますが、趣旨をご理解いただ

きご協力をお願いいたします。

　皆様からお寄せいただいた貴重な募金は、岐阜県共同募金会で集約され、県内
福祉の充実のために使われます。
　平成 28 年度の募金額と配分額は、下記のとおりになりました。

共同募金にご協力をお願いします。

☆岐阜県では    371,085,872 円 の募金が集まりました。
　瑞浪市では 　　  6,734,787 円 の募金が集まり、
　29 年度に瑞浪市社会福祉協議会と市内の社会福祉施設へ
                           7,092,100 円 が配分されました。

（6）	 社　協　だ　よ　り	 平成29年11月15日



介護食教室 を開催しました
　食生活改善推進協議会の会員さんを講師に、陶・稲津・
釜戸で実施しました。
　食事の献立を考えるのは大変だと思います。できれば短
時間で・簡単で・美味しくて・栄養のバランスも取れてい
るように・・・と考えれば考えるほど大変に思えます。介
護中となればなおさらです。
　今回のメニューでは、珍しい食材や調味料は一切使わず
に作れるものを選びました。

　「介護食」ではありますが、高齢者や若者にも満足ので
きるメニューでした。
　小さめに切る・少し柔らかめにする・とろみをつける
というほんの少しの気遣いをすることで、喉のとおりが
良くなるのだと実感しました。
　どこの会場でも「あっという間にできたね。」「醤油が
少ないと思ったけど、いい味が出ているね。」と好評でした。
　レシピをひとつご紹介します。

◎豆腐とアボカドのサラダ（4 人分）
　絹ごし豆腐　　　　　200g
　アボカド　　　　　　1/4 個
　カットわかめ　　　　小さじ１強
　塩　　　　　　　　　少々
　黒コショウ　　　　　少々
　トマト　　　　　　　120 ｇ

①ボウルにわかめと豆腐を手で崩しながら入れる。
　（豆腐の水分でわかめがもどせます。）
②アボカドは 1センチ角に切りボウルに入れる。
③塩コショウを加えて味をととのえる。
④器に盛り、トマトを彩りに添える。
＊豆腐は崩しすぎない方が見た目がきれいです。

9 月 22 日、文化センターにて開催しました。
NHK アナウンサーとして人気の高かった “ 内多勝

康さん ”「近頃見かけないなー」と思っている方も多
いと思います。

現在は、退職され医療型短期入所施設「もみじの家」
のハウスマネージャーとして、　医療的ケアを必要と
する子どもさんとご家族の支援活動を行っておられ
ます。

さすが元アナウンサー。聞きやすい語り口にみな
さん聞き入っていました。

福祉講演会
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「ドッグセラピー」は、犬と実際にふれあうことによって、そ
の人のストレスを軽くし、情緒を安定させる効果があると言われ
ています。
今回は高齢者の方々を対象に、この「ドッグセラピー」の体験
会を開催いたします。
「うちのおばあちゃん、最近外出する機会が減って元気がない
の。」と心配しているご家族のみなさん。この機会に外出を勧め
てみませんか？

　　　　　平成29年12月８日（金）　
　　　　　午後１時30分から２時30分まで
　　　　　市民福祉センターハートピア　１階　多目的室
　　　　　ご自宅で生活している、要支援・要介護状態の高齢者
　　　　　※対象者１名につき、付添人１名まで参加できます。
　　　　　15名（付添人含まず）
　　　　　無料
　　　　　11月30日（木）までに瑞浪市社会福祉協議会へ
　　　　　※ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。
　　　　　TEL 68-4148　FAX 68-4173

日　時

場　所
対象者

定　員
参加費
申込み

ドッグセラピー体験

児童館クリスマス会
あわてんぼうのサンタクロースが
児童館にやってくる！！

　　　　　平成29年12月7日（木）10時30分開演
　　　　　瑞浪市総合文化センター　3階講堂
　　　　　人形劇　“だるまさんが・・・”

日　時
場　所
内　容

※詳細・申込みは各児童館にお問合わせください。
樽上児童センター　　68-0626
南小田児童館　　　　68-6116
土岐児童センター　　67-2338
陶児童館　　　　　　65-4187
＊参加申し込みは、瑞浪市在住の方に限らせていただきます。
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明治安田生命瑞浪営業所（夏祭りリサイクルバザー売上）… ………2,236円
名古屋ヤクルト販売　代表取締役　守本実紀男… ………………… 25,992円
瑞浪市金融協会(福祉まつり協賛金として)…………………………… 40,000円
東濃信用金庫瑞浪支店（みずなみ百縁商店街売上）… ………………5,950円
瑞浪市長寿クラブ連合会（福祉まつり売上金）… ………………… 16,861円
しづく会… …………………………………………………………………1,800円
匿名… …………………………………………………………………… 20,000円

㈱丸新美濃瓦　　㈱東濃マシンツール　　㈱ツノガイ不動産　　Ｉ設備
平和コーポレーション㈱　　㈱生活の木　　東濃信用金庫瑞浪支店　　杉浦公亮
山内直之　　樋口富章　　郷原照雄　　コスメティックサカエヤ　　桑村会計
おむすびの会　　市原製陶㈱　　小栗智子　　新日本印刷㈱　　村田実由
村瀬久三子　　内田美好　　三宅典子　　土屋静子　　社協瑞浪支部　黒木都
瑞浪市弓道連盟　　匿名8名
＊敬称は略させて頂きました。
　あたたかい心　ありがとうございました。

寄 付 金

古 切 手

8月1日～10月31日受け付け分

問題　バリアフリー映画会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

応募締切　平成29年12月８日（金）消印有効
8月15日号のこたえ　　シンシアの丘
当選者　　　加知佳世様　　久保田明子様　　正村貞子様
　　　　　　景品は11月1日に発送しました

平成29年11月15日	 社　協　だ　よ　り	 （9）

クイズコーナー？ ？？ ？

ともにん

あたたかい心　ありがとうございました。



（10）	 社　協　だ　よ　り	 平成29年11月15日

バリアフリー

障がいのある人もない人も、小さい子どもも高齢者も
み～んな、いっしょに、映画をたのしみましょう

＊少し明るくした会場にしますので、暗いところが苦手な方も楽しめます。

★バリアフリー映画会としていますので、少し騒がしいことが
あってもご理解ください。
★車いす席は、数が限られていますので、椅子席で見ることがで
きる方は椅子席でお願いいたします。
車いす席希望の方は、社会福祉協議会（電話68-4148）まで
お申し込みください。
※ひとりで椅子席に移乗できない場合はお手伝いします。

【主催・問合せ】
瑞浪市社会福祉協議会
瑞浪市樽上町 1-77
電 話：68 - 4 1 4 8
F A X：6 8 - 4 1 7 3

ディズニー映画「ズートピア」
１時間５０分映画　日本語吹き替え版・字幕付き

日　時：１２月１６日（土）

　　　　午後１時３０分（１２時４５分開場）

場　所：瑞浪市総合文化センター　文化ホール

料　金：無料

対象者：どなたでも、お気軽にどうぞ

映 画 会


