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№ 235
みずなみ

社協だより

社会福祉法人 瑞浪市社会福祉協議会
瑞浪市樽上町１丁目77番地　　電話：（0572）68−4148　FAX：（0572）68−4173
MAIL：m-syakyo@ob2.aitai.ne.jp　　ホームページアドレス http://www.m-shakyo.org
視覚障がいのある方に向け、音訳CD（デイジー版）による「みずなみ社協だより」を発行しています。ご希望の方は連絡ください。

この広報は、共同募金の協力により
発行しています。



あなたが地域の応
援団！！

共同募金は事前に各団体・施設から配分金の要望を取り、「配分先」「配分金額」を決める募金です。
その際、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。
※目標額の設定はしておりますが、これは共同募金会が立てた計画であり住民の皆様に対して強制す
るものではありません。

共同募金は計画募金

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支援を必要とする方々のため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。

災害ボランティアの支援も行う共同募金

＊自治会を通して共同募金のお願いをしております。また、大型スーパー・各地文化祭等で街頭
募金を実施いたします。皆様のご協力をお願いいたします。

共同募金運動にご協力ください。

瑞浪市では、　昨年度に　6,334,959円　の募金が集まり、
今年度に　2,901,467円　が配分されます。

◇社会福祉協議会への配分
・社協だよりの発行（年6回）	 ・福祉まつりの開催
・バリアフリー旅行	 ・福祉講演会の開催
・災害時等使用のスロープ購入
・ひとりぐらし高齢者対象『ひなたぼっこのつどい』の開催　など

◇学童クラブへの配分…かるがも学童クラブ
・畳の張替え、机の購入
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7月下旬から8月上旬にかけて、市内8か所で「福祉懇談会」を開催しました。
どの会場も、昼間の暑さでお疲れのところ、地域の問題点、解決策などを話し
合っていただきました。ご参加いただきありがとうございました。

＊懇談会で伺った意見を参考に「第４期瑞浪市地域福祉活動計画」を策定し社協の事業を進めてまい
ります。「おたがいさま」の思いやりと優しさあふれる瑞浪市にしていきましょう。ご協力お願い
いたします。

を開催しました福 祉 懇 談 会

地域の福祉課題

課題解決のために何が必要か？

課題解決のために自らがするべきことはなにか？

⃝高齢者の増加
⃝買い物、通院難民
⃝若者が瑞浪市から出てしまう
⃝自治会の役を引き受けてくれない
⃝お祭りが維持できない
⃝野生動物の増加で田畑が荒らされる、身の危険　など

⃝近所の結びつきを強くする
⃝ネット通販、宅配、往診の利用
⃝若者にとって魅力のあるまちづくりをする
⃝空き家をリノベーションして低家賃で提供する
⃝自治会活動のメリットをPRする
⃝地域のために頑張っている人を見下さない　など

⃝地域の行事に進んで参加する
⃝役を引き受けたら責任を持つ
⃝自分の健康を保つ
⃝自分からSOSを出す
⃝大人の頑張りを子どもたちに見せる
⃝周りの人にあいさつをする　など
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＊児童館は児童福祉法に定められている児童福祉施設です。
0才～18歳未満のすべての児童を対象に遊びを通じた健全育成を目的として活動しています。

＊児童健全育成事業
身体・心の健康増進をはかる。社会的・知的能力を高める。情操を豊かにするなど。
＊子育て支援事業
親子の居場所作り。親の育成と意識の啓発。子育て相談事業など。

市内には4つの児童館（センター）があります

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
・日曜日・祝祭日
・第1・3・5月曜日
・年末年始

・日曜日・祝祭日
・第2・4土曜日
・年末年始

開館時間

・4月～9月（夏時間）
午前9時30分～午後6時
・10月～3月（冬時間）
午前9時30分～午後5時

・通年
午前9時30分～午後6時

夏休み
こんなこと
したよ

児童館ってどんなとこ？

南小田児童館
（ロボット作り）

樽上児童センター
（防災のお話）

土岐児童センター（消火体験）

陶児童館
（茶道教室）
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電　　話　63-1015（fax 63-2547）
担当地域　瑞浪北中学校区（土岐、明世、釜戸、大湫、日吉）
利用時間　平日8時30分～17時15分（土日祝・年末年始をのぞく）

電　　話　68-8111（fax 68-8115）
担当地域　瑞浪中・瑞浪南中学校区（瑞浪、稲津、陶）
利用時間　平日8時30分～17時15分（土日祝・年末年始をのぞく）

地域包括支援センターは、高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるこ
とができるよう、様々な方面から高齢者の皆さんを支える総合相談窓口です。

＊自立した生活を支援します！
元気に暮らすコツは？　　認知症を予防するには？
要支援1・2と認定された方の介護予防のプラン作成
介護保険の使い方は？

＊みなさんの権利を守ります！
物忘れがあってお金の管理が不安
近所から大きな声が聞こえるけど心配…

＊何でもご相談下さい！
介護に疲れた、一人暮らしの親が心配
高齢者だけの家で生活が心配、最近見かけないなあ　等

地域包括支援センターとは？

どんなことをしているの？

令和元年10月1日から

を社会福祉協議会が運営します！
瑞浪南部地域包括支援センター

瑞浪北部地域包括支援センター

瑞浪南部地域包括支援センター

専門職（主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師等）が
チームを組んで対応します！！

瑞浪市樽上町1丁目77番地（市民福祉センター	ハートピア内）

瑞浪市釜戸町833（みずなみ陶生苑内）
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　　この事業は赤い羽根共同募金の配分を受けて実施します

１．日　程　　令和元年10月28日（月）
午前８時50分出発、午後５時頃帰着予定
※集合・解散場所は
「瑞浪市市民福祉センターハートピア」

２．行き先　　セントレア（滑走路見学・昼食・空港内自由散策）
※移動はリフト付きのバスを利用します。

３．対象者　　瑞浪市在住で自宅にて生活している、18歳以上65歳未満の身体障害者手帳１級
～３級所持者及びその介護者

４．参加費　　おひとり2,000円（旅行当日の出発前に集金します。）

５．定　員　　14名（先着順・定員になり次第締め切ります。）

６．申込み　　９月17日（火）から10月３日（木）まで、瑞浪市社会福祉協議会（68-4148）
へお申込みください。

７．その他　　旅行に参加される方を対象に、事前説明会を開催します。
日時：10月４日（金）　午後２時から３時まで
会場：市民福祉センターハートピア	２階	ボランティア研修室

８．問合先　　社会福祉法人	瑞浪市社会福祉協議会
〒509-6123	瑞浪市樽上町１丁目77番地
TEL：68-4148　FAX：68-4173　メール：m-syakyo@ob2.aitai.ne.jp

今回のバリアフリー旅行は、「セントレア」です。
バスに乗ったまま、普段関係者しか立ち入ることができないエリアから滑走路を見学

します。
セントレアでお買い物も楽しめますよ！
楽しい時間を過ごせればと思っておりますので、皆さまぜひぜひご参加ください！！

バリアフリー旅行
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１．受付期間　　令和元年 ９月17日（火）～10月25日（金）
２．試 験 日　　令和元年11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　　教養試験、適性検査、面接試験
６．結果通知　　試験後本人宛直接郵送にて通知します。
７．試験案内及び申込書等

９月17日より社会福祉協議会事務局にて配付します。
（郵送による請求は、返信用封筒（A4サイズで宛名を記入の上、140円切手を貼付
のこと。）を同封してください。）

職　　種 受験資格 採用予定人員

発達指導員
昭和55年４月２日以降に生まれ、保育士、幼稚園教諭、
学校教諭資格、言語聴覚士等の何れかの資格を有する方、
又は令和２年３月31日までに資格取得見込みの方

１名

資　　格　　保育士、幼稚園教諭、学校教諭資格、言語聴覚士等いず
れかの資格を有する方（普通自動車運転免許保持者）

勤 務 日　　月曜日～金曜日（８時30分～17時15分）
採用時期　　令和元年11月１日
選　　考　　面接（随時）
申し込み　　10月25日（金）まで随時

資　　格　　２級ホームヘルパー以上の介護資格を有する方（介護職員初任者研修修了
者も可）

勤 務 日　　都合のよい曜日、時間（要相談）
選　　考　　書類審査と面接
受付期間　　随時

子ども発達支援センター指導員　１名

登録ヘルパー　若干名

※その他詳細については、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。
【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

令和２年４月採用の正職員を募集します。

臨時職員を募集します。
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み な ボ ラ センター

ボランティア

コーナー
No.67

いっしょに

ボランティ
アをしませ

んか

ボランティア入門講座
～ボランティア活動で楽しく充実した日々を～

ボランティア活動に興味や関心はあるけれど、「何をすれば良
いかわからない」「最初の一歩が踏み出せない」という方もいらっ
しゃると思います。

まずはこの講座に参加し、ボランティア活動の基本的な知識や
心構えを知り、「最初の一歩」を踏み出してみませんか？？皆さ
まのご参加お待ちしています！

１．と　き　　令和元年10月30日（水）　午後１時30分から３時まで

２．ところ　　市民福祉センターハートピア ２階　介護者教室・ボランティア研修室

３．内　容　　ボランティア活動に関する基本的知識や心構えについてのお話

４．講　師　　社会福祉法人　大阪ボランティア協会
梅田　純平　さん

５．対象者　　ボランティア活動に興味のある市民

６．受講料　　無料

７．定　員　　30名程度

８．申込み　　10月21日（月）までに瑞浪市社会福祉協議会へ
〒509-6123　瑞浪市樽上町１丁目77番地
TEL：68-4148　FAX：68-4173　メール：m-syakyo@ob2.aitai.ne.jp

講師の梅田さん

（8）	 社　協　だ　よ　り	 令和元年9月15日



点訳入門講座を開催しました

夏休み！親子ふくし講座を開催しました！

昨年度に引き続き、点字指導員の土岐たつ子さん
を講師に、全６回の日程で「点訳入門講座」を開催
しました。
※点訳は、文字や文章を点字にすることで、視覚障がい者へ
情報を伝える方法のひとつです。

子どもたちも参加することができるよう夏休み期
間内に開催し、今年度は小学生３名と大人２名が参
加され、点訳の基本的な知識を学ばれました。

２年続けて参加された方もいらっしゃり、講座の初
日から最終日まで終始和やかな雰囲気で楽しく開催す
ることができました。

小学４年生から６年生の児童とその保護者を対象
に、「夏休み！親子ふくし講座」を７月26日に開催
しました。
今年度は「聴導犬」について学ぶため、長野県宮田
村にある社会福祉法人日本聴導犬協会へ行きました。
聴導犬は、聴覚に障がいがある方々に生活で必要
な音を教えるサポートをするために育成されており、
例えば、玄関のチャイムや目覚まし時計などの音が

鳴った際に、ユーザー（飼い主）へ知らせ、音源
へ導くというお仕事をしています。犬種は様々
で、元々は保護犬だったワンちゃんも聴導犬と
して多く活躍しています。
講師の方から、聴導犬はただ単に音を知らせ

るだけでなく、ユーザーはもちろん、周りの方
たちの心を癒す役割もあると聴き、かけがえの
ない存在であることを知ることができました。

点字打ちに挑戦！！

訓練センター前で記念写真

目覚まし時計がなったよ！！

文を細かく区切る（分かち書き）の練習
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問題　10月から市内の地域包括支援センターは、何か所になるでしょう？
♥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。　http://www.ｍ-shakyo.org
応募締め切り　令和元年10月15日（火）消印有効

７月15日号のこたえ　　８地区
当　選　者　伊藤あさみ様　　松田典芳様　　杉本尚利様

＊当選者には景品を９月10日に発送しました

クイズコーナー？
？ ？？

瑞浪小昭和21年3月卒同級生一同	 …………………………………………… 18,000円
大湫病院納涼祭模擬店売上	 …………………………………………………… 40,000円
名古屋ヤクルト販売㈱代表取締役　山崎武	 ………………………………… 28,329円
匿名	 ………………………………………………………………………………… 2,000円

匿名	 ………………………紙オムツ

伊藤和代　　小倉龍枝　　杉本尚利　　山村智　　MIKI＆MOMO
和田石材店　　昭和建物管理㈱東濃支店　　Ｉ設備
㈱東濃マシンツール　　㈱イサジ　　㈱丸新美濃瓦
東濃信用金庫瑞浪支店　　東濃信用金庫稲津支店　　瑞浪市役所総務課
陶児童館利用者　　匿名５名

寄 付 金

物 品

古 切 手

６月２１日～８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。

ともにん

８月21日に社協稲津支部、８月23日に社協陶支部が開催しました。子
どもたちがお手玉・けん玉・おりがみ・風船釣り・的あてゲームなどしている
姿を温かく見守ってくださり、どの子も穏やかな顔をしていました。「地
域の子どもは、地域みんなで育てよう！」という気持ちが伝わってきました。

おとしよりと子どものふれあい広場
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