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手づくりマスクで
大切な人をウイルスからまもろう
～障害者デイサービスセンターさくらにて～

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
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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。
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この広報は、共同募金の協力により
発行しています。



基本理念～共に創る、ふれあい支え合いのまちづくり～は第１期
から継続しつつ、内容をその都度見直しています。
地域住民・社協・行政などすべての人の力を集結し、気兼ねなく

「手を貸してください。」と声を上げられ、おたがい支え合えるまち
づくりを目指して、４つの基本目標を立てました。

人生100年時代と言われ、ますます高齢化が進行する中で、ひとり暮
らし世帯や、高齢者世帯の増加が続いています。また、障がい者、経済
的に困っている人、子育て世代など、各世帯が抱える問題は様々で、「時
には支え、時には支えられる」関係づくりが求められています。
当事者を含め、関係する人々が同じ目線で「我が事」として協力し合

うことが、重要であると考えます。

基本目標１　「おたがいさま」のこころで　見守り支え合う地域づくり
基本目標２　「おたがいさま」のこころで　地域福祉活動に参加する人づくり
基本目標３　「おたがいさま」のこころで　顔見知りを増やす居場所づくり
基本目標４　「おたがいさま」のこころで　ともに活動するための体制づくり　

１、支部活動の推進
○一人ぐらし高齢者「ひなたぼっこのつどい」の開催継続
○活動の情報交換ができる、支部連絡協議会の開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
２、見守り活動の推進
○ひとり暮らし高齢者向け機関誌を配付しながら
　見守り活動強化を図る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
３、住民自身が主役となり、安心安全に暮らせる地域づくりの推進
○ふれあいいきいきサロンの充実
○高齢者と児童館・児童センターの交流事業実施
○自治会、民生委員児童委員、福祉委員等関係団体で地域の福祉課題を共有し、連携を強化
するための懇談会開催

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

（令和２年４月～令和７年３月）

第４期地域福祉活動計画がスタートします。

　　　　　　「おたがいさま」のこころで　見守り支え合う地域づくり基本目標１
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１、ボランティアの育成と支援
○気軽に参加できる入門講座の開催
○既存ボランティアがスキルアップできる
　講座の開催
２、福祉教育の充実
○福祉協力校連絡協議会の開催
○ボランティア体験できる機会の提供
○親子で参加できる福祉講座の開催
３、小地域福祉活動の担い手養成
○福祉委員研修会の開催
○ふれあいいきいきサロン運営者の
　研修会実施　　　　　　　　　　　など

１、地域福祉活動計画の推進と評価
２、財源の確保
３、事業実施の体制整備
○災害時に対応できる体制の整備、訓練を実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

　　　　　　「おたがいさま」のこころで　地域福祉活動に参加する人づくり基本目標２

　　　　　　「おたがいさま」のこころで　ともに活動するための体制づくり基本目標４

１、在宅高齢者・介護者・障がい者の居場所づくり
○社会との関係が希薄になっている人も気兼ねなく足を運べる場の提供
○介護者のリフレッシュ事業、介護負担を軽減する技術を学ぶ場の提供
○障がい者も集えるサロンの実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

２、幅広い市民が参加できる事業の開催
○福祉講演会、福祉映画会の開催
○福祉まつりの開催
○障害について理解を深める事業の開催　　など

３、子育て支援
○遊び場の提供、親子教室実施（児童館・児童セ
　ンター）
○児童館のない地域で、移動児童館を実施
○中高生の居場所スペース「スマイル」の充実
○障がい児の放課後等デイサービスの実施(子ども
　発達支援センター)
○子育てに悩む親たちが相談しやすい環境を整備　　など

　　　　　　「おたがいさま」のこころで　顔見知りを増やす居場所づくり基本目標３
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令和２年度一般会計予算
収入の部

会費収入 8,372
寄付金収入 340
補助金収入 24,706
共同募金配分金収入 5,767
受託金収入 158,949
事業収入 223
負担金収入 112
介護等事業収入 78,923
障がい者福祉サービス等事業収入 26,781
その他の収入 17,309
前期末支払資金残高 77,603

合　　　計 399,085

� 単位：千円
支出の部

法人本部事業 53,388
ボランティアセンター事業 4,737
地域福祉事業 15,366
生活困窮者自立支援事業 6,814
障がい者・障がい児事業 57,939
児童館・児童センター事業 50,407
市民福祉センター事業 29,232
老人憩いの家・生きがいデイ事業 36,731
介護保険事業 55,491
障がい者居宅介護事業 8,261
地域包括支援センター事業 28,656
当期末支払資金残高 52,063

合　　　計 399,085

収 入

支 出

その他の収入
4.34%

障がい者
居宅介護事業
2.07%

介護保険事業
13.90% 

障がい者
福祉サービス等
事業収入
6.71%

介護等事業収入
19.78%

児童館・児童
センター事業
12.63%

生活困窮者
自立支援事業
1.71%

地域福祉事業
3.85%

ボランティアセンター事業 1.19%

障がい者・
障がい児事業
14.52%

負担金収入 0.03% 

会費収入 2.10% 寄付金収入 0.09% 

前期末支払残高
19.45%

当期末支払
資金残高
13.05%

地域包括支援センター事業 7.18%

法人本部事業
13.38% 

受託金収入
39.83%

補助金収入 6.19%
共同募金配分金収入 1.45%

老人憩いの家・生きがいデイ事業 9.20% 
市民福祉センター事業 7.32%

事業収入 0.06% 
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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、地域住民の皆さま・関係団体及び各種ボランティア等の協力を得て事業
を進めています。皆さまからいただいた会費は、下のグラフのように各事業の貴重な財源とな
っています。
地域の皆さまのもとには、今月より各自治会を通じて一般会費の納入についてお願いしてい
ます。また８月には、市内各事業所の皆さまに特別会費をお願いする予定としています。
日本中がコロナウイルスの発生や流行で大きな影響を受けている大変な時期ではありますが、
皆さまから頂いた会費が「地域で暮らし続けることを支える仕組みづくり」の貴重な原資とな
っているという趣旨にご賛同いただき、会費の納入にご協力を賜りますようお願いします。
なお、自治会に加入していない皆さまにつきましても、ご理解ご協力いた
だきたく存じます。
ご質問は、社会福祉協議会までお問い合わせください。（0572-68-4148）
一般会費は１口500円ですが、２口加入を推奨させていただいております。
特別会費は3,000円からとさせていただいております。

単位：千円
会費のつかいみち

社協支部活動費（ふれあい広場、福祉委員研修、ふれあいいきいきサロン実施） 51％ 4,310
福祉推進費（ふれあいいきいきサロン支援、各種講座等） 23％ 1,937
ボランティア講座、ボランティア支援、福祉協力校等 26％ 2,125

ボランティア講座、ボランティア支援、福祉協力校等
26％

福祉推進費
（ふれあいいきいきサロン支援、各種講座等）

23％

社協支部活動費
（ふれあい広場、福祉委員研修、
 ふれあいいきいきサロン実施）

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地域の
細かな課題を、そこに暮らす福祉委員の目で見つけ、地域や関
係機関と協力した問題解決に尽力されています。
安心して暮らせる地域づくりに、福祉委員の活躍が期待され
ています。� （敬称略）

私たちが福祉委員です。

地区名 福祉委員名 地区名 福祉委員名 地区名 福祉委員名

瑞
浪
支
部

上山田 安藤　英雄 下山田　西平 安藤　秋美 下山田　西平 安藤勢津子
下山田　登り 西尾　茂久 下山田　山田苑 岡田貴恵子 下山田　山本 有賀　正巳
下山田　東平 東　　晴美 下山田団地 関下　房子 入ヶ洞 田中　悦三
新山田 田中　正博 明賀台 酒井　和義 穂並 伊藤　孝司
上小田北　東原 有賀　敏明 上小田北　竹尾 有賀　謙一 上小田北　市場 牧野　勝裕
上小田北　台 馬場　　孝 上小田南　大法原 寺本　佳祐 上小田南　中原東 伊東　弘一
上小田南　中原西 有賀　崇晃 上小田南　西原 増田　浩之 大法原団地 林　　　稔
下小田　和合 加藤　竹男 下小田　紺屋原 伊藤　常雄 下小田　中屋敷第１ 吉田　一男
下小田　中屋敷第２ 吉川　利尚 ひばりヶ丘 小栗　昌也 上一色 加藤　　信
下一色 加藤　尚子 下一色 中山万有美 南上野 長谷川智子
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 森　富美枝 浪花 近藤　貞子
中組 村瀬　弘光 水の木 高木　文絵 西本町 長井　博之
竜門 白木　　努 公園 小島まり子

土
岐
支
部

栄町い組 小木曽　隆 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 辰巳　　豊
益見第３Ａ 梶田　静子 益見第３Ｂ　　 新山　裕一 益見第４ 松本　照幸
一日市場上組 平野　和彦 一日市場上組 青木　　務 一日市場下組 加藤　浩一
一日市場下組 伊藤　信廣 一日市場天徳 井戸　佳晴 一日市場天徳 足立　和門
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　根竹 宮地　一世
桜堂　中平 土屋　誠一 清水 若松　伸自 清水 三浦　啓子
鶴城 加納　賢二 鶴城　 永井　　研 木の暮 桐井　友子
鶴城団地 河野　宏俊 名滝 鵜飼　逸美 名滝団地 中村美根子
奥名 兼松　洋由 下沢　 小倉　信五 庄ヶ洞 土屋　義隆
大久手 梅村　尚史 仲ヶ平 浅野　竹雄 大草 堀　　悦子
学園台 片山　正英 学園台 森　　陽介

稲
津
支
部

山の田１ 岩島　和彦 山の田 2 林　　雅人 産郷 工藤　俊明
中屋敷 和田　克巳 五郷 愛知　正紀 三角 伊藤　潤三
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 釜糠 土本　基男 川折 後藤　逸男
棚田山 福田　正明 河原 田中　正和 小井戸 山崎　道美
水洗 勝股　孝司 中洞 後藤　初子 上平 愛知　計介
大牧 工藤　岳彦 斧池 後藤　利充 学園 大島悠士朗



地区名 福祉委員名 地区名 福祉委員名 地区名 福祉委員名

陶
　
支
　
部

東町１ 川野ひと美 東町２ 中尾　紀夫 東町３ 若松ゆかり
細久手 杉山　郁子 旭町１ 中村久美子 旭町２ 荻野　　清
旭町３ 臼井　紀仁 旭町４ 鈴木　　元 新町１ 加藤　賢吾
新町 2・3 可知井大三 新町４ 伊藤　正義 本町１ 平子　一晃
本町 2 山内　健二 本町３ 水野　博文 本町４ 近藤　昭彦
本町 5・6 臼井　正憲 元町 1 大澤　靖和 元町 2・3 河野　芳美
梨ヶ根 小木曽とみ子 下山町 栗山　　隆 宮町 佐藤　光生
西町 加藤　英樹 学校前町 羽柴　裕司 あけぼの台 乾　　和己
水上 1 小木曽　彰 水上 2 鈴木　慶太 水上 3 鷹見　政治
水上 4 小笹　主夫 大川 1 水野　雅晴 大川 2 安藤　義孝
大川 3 永井　五郎 大川 4-1 羽柴　克己 大川 4-2 羽柴　宗章
大川 5 緑川　史子 大川 6 二村　光子 大川 7 鰐部　朋生

釜
戸
支
部

川戸 土本　昭義 論栃 中島　重孝 神徳 堀部由香利
上平・青葉台 水野　信夫 平山 足立　　一 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 溝口　勝義 中大島 林　　昌宏 竜吟団地 原田　久恵
西大島 小栗　義晴 町屋 鈴木　　誠 中切 柘植　　勲
宿 藤本　勝重 公文垣内・公文垣内団地 長谷川　勲

日
吉
支
部

常柄 三浦　邦夫 本郷 安藤　正剛 白倉 小栗　浪雄
南垣外 大竹　徳久 宿 大竹　健一 宿洞・社別当 板垣　武保
半原 三輪奈生和 細久手 酒井　周文 深沢 古田　講造
平岩 酒井　徳匡 田高戸 加藤　　東 北野・三和の郷 伊藤　広司

明
世
支
部

月吉 1 加藤　征樹 月吉 2- 上 加藤　早苗 月吉 2- 下 伊藤　敏秋
月吉 3 奥村　健之 月吉 4 早瀬　宣明 月吉 5 奥村　　実
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 小木曽隆弘 戸狩 4 加藤　岩夫 戸狩 5 林　　智業
戸狩 6 加納万里子 戸狩 7 加藤　　昇 戸狩 8 大津　　健
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 飯田千づる 山野内 2 松原　昭彦 山野内 3 高木　　仁
山野内 4 粥川　浩道 山野内 5 初鹿　浩一 山野内 6 小栗　由也

大
湫

支
部

神田 板橋　京子 足又 足立きみ子 北 松浦　規子
西 井上　光弘
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支部名 支部長名 支部名 支部長名
瑞浪 鈴木　芳明 釜戸 溝口　良平
土岐 水野　人実 日吉 古田　講造
稲津 小栗　正敏 明世 大森　建生
陶 田口　勝久 大湫 纐纈　富久

・ひとり暮らし高齢者の見守り
・ふれあいいきいきサロンの運営、支援
・高齢者と子どものふれあい広場の開催　など
＊地域のつながりを深めるための事業を企画します。
　皆さまのご協力をお願いいたします。

支部ではこんなことをしています 私たちが支部長です
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み な ボ ラ センター

ボランティア

コーナー
No.71

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。

いつも笑顔ではつらつと“小里川ダム里山教室”にてボランティ
ア活動をしている山田さんからメッセージをいただきました！

瑞浪市ボランティア連絡協議会
会長　山田　良子さん

・瑞浪市赤十字奉仕団　　　　　　・図書館ボランティア
・さわやか会　　　　　　　　　　・てんやく瑞浪
・ボランティアひまわり会　　　　・介護予防サークルの会
・音訳ボランティアともしび会　　・瑞浪災害救援ボランティア
・手話サークルあすなろ　　　　　・ふくしお助け隊
・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　　　　　　　　　・陶寺子屋
・訪問ボランティア
・ハートメール
・小里川ダム里山教室
・傾聴ボランティアダンボ

現在18団体のみなさんが熱心にボランティア活動して
います。次のページで各団体の活動内容を紹介していま
すので、ご興味のある方はぜひ、一緒に活動しませんか？

令和２年度のボランティア連絡協議会会長の山田さんです
ご紹介します！

『小里川ダム里山教室は今年で14年目に入ります。里山の手入
れをして、自然からのパワーを得られ、活動を通して多くの仲間
ができたことは私にとって大きな宝ものになっています。
各ボランティア団体はいろいろな分野で活動していますので、
関心のある方はぜひ、ボランティア連絡協議会までご連絡くださ
いね！』
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ぼくの名前はポーポー。みなボラのコーナーでボランティアさんたちの活動を
順番に紹介していきます。楽しみにしていてくださいね！

団体名 主な活動内容

１ 瑞浪市赤十字奉仕団 高齢者施設や障がい者施設での奉仕活動，防災訓練の炊
き出し訓練に参加

２ さわやか会 高齢者サロン「ハートピアいきいきサロン」の開催

３ ボランティアひまわり会 陶地区の福祉施設でお手伝い (サニーヒルズ・宅老所 )

４ 音訳ボランティアともしび会 視覚障がい者へ「声の広報・声の社協だより」作り，福
祉施設にて対面朗読

５ 手話サークルあすなろ 聴覚障がい者への手話通訳活動，毎週１回勉強会

６ 食生活改善推進協議会 各種料理教室での講師・進行のお手伝い (生活習慣病予
防教室・郷土料理教室など )

７ 病院ボランティア
院内移動図書館ひまわり 東濃厚生病院にて院内移動図書の実施

８ 陶ゴールド会 陶宅老所にて利用者の送迎，町内環境美化活動

９ 訪問ボランティア ひとり暮らし高齢者宅への訪問活動

10 ハートメール ひとり暮らし高齢者向け機関紙「ひなたぼっこ」の編集

11 小里川ダム里山教室 小里川ダム周辺の山林の手入れ・草刈り・ゴミ拾い

12 傾聴ボランティアダンボ 高齢者とのコミュニケーション活動

13 図書館ボランティア 市民図書館で本の修繕・装備・整理・イベント進行・読
み聞かせ・宅配

14 てんやく瑞浪 視覚障がい者への点訳活動（昼の部・夜の部）

15 介護予防サークルの会 介護予防として、運動レクリエーションを施設・宅老所・
いきいきサロンで開催

16 瑞浪災害救援ボランティア 防災研修・訓練を行い、災害時には災害ボランティアセ
ンターの開設・運営に参加・協力と被災者支援

17 ふくしお助け隊 高齢者や障がい者等の日常生活でのちょっとした困りご
と（ゴミ出し・掃除等）のお手伝い

18 陶寺子屋 子どもたちに学習や遊び活動を通した仲間づくりを伝
える
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問題　第４期瑞浪市地域福祉活動計画は令和２年４月から何年何月まででしょう？
♥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２年６月10日（水）消印有効
３月15日号の答え　　「ボッチャ」
当　選　者　奥村　匠様　　　小木曽みどり様　　　知原　江津子様

＊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？
？ ？？

ユニー㈱「小さな善意で大きな愛の輪運動」
ピアゴ瑞浪店店長　山下真十美� …61,494円
匿名� …………………………………30,000円

㈱丸新美濃瓦　㈱東濃マシンツール　
ゴールドエイジラピーヌ　　瑞浪病院
Kanekuケアプランセンター　　セオ医院
㈱イトウトレーディング
寺林豊子
農業委員会・農林課
窯業技術研究所
瑞浪市図書館　匿名５名

寄 付 金

古 切 手

あたたかい善意
ありがとうございました。

(２月２１日～４月２０日受付分　敬称略）

～２月25日ドッグセラピー体験風景より～

かわいいわんこの姿に
癒されました。

日　時：7月20日（月）13：30～ 15：00
場　所：市民福祉センターハートピア　多目的室
参加費：100円
介護している人同士で情報交換しませんか？
気軽な気持ちでコーヒーを飲みに来てください。

介護者のつどい開催のお知らせ

コロナウイルス感染防止のため、社会
福祉協議会各施設でも、事業中止 ･縮小
等の対応をしております。
外出自粛も続き、孤独やストレス・筋

力低下を感じている方も多いのではない
でしょうか。
「地域の皆さまが、少しでも心穏やか
に暮らし続けるために何ができるのか」
皆さまのご意見をいただきながら活動し
て参りたいと思います。

編 集 後 記


