
おもな内容
事業報告・決算報告…… ２, ３
生きがい対応型デイサービスセンター
　………………………………４
日常生活自立支援事業……５
職員募集等…………………６
あたたかい善意 ･クイズ……７
みなボラ………………… ８,９
手話講座・福祉まつり………10

一人暮らし登録された高齢者宅へ
毎月福祉委員による声掛け訪問と
誕生月ボランティア訪問があります。

令和2年7月15日	 	 （1）

№ 240
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。



事業報告・決算報告令和元年度

地域福祉事業
⃝第 34回　みずなみ福祉まつり
⃝第 54回　瑞浪市社会福祉大会
⃝地域福祉活動計画の策定
⃝福祉懇談会
⃝福祉映画会
⃝福祉講演会
⃝福祉委員
研修会
⃝福祉大会
記念講演
⃝バリアフリー
旅行
⃝ドッグセラピー体験
⃝ひきこもり等の居場所「ふらっと」
⃝障がい者（手話）サロン
⃝ささエールポイント事業　など

ボランティア育成事業
⃝社協だより「みなボラ」
⃝手話奉仕員養成講座
⃝はじめての点訳講座
⃝親子ふくし講座
⃝アクティブメンズ講座
⃝ボランティア連絡協議会映画会、研修会
⃝ボランティア団体活動紹介パネル展示
（保健センター）

高齢者福祉事業
⃝介護者のつどい
（介護教室・介護食教室・交流会など）
⃝家具転倒防止器具取り付け支援、防火点検、配
線診断の実施

⃝ひとり暮らし
高齢者向け機
関誌の発行

⃝ひなたぼっこ
のつどい

相談・支援事業

⃝日常生活自立支援
⃝生活困窮者自立支援
⃝居場所「ふらっと」
⃝心配ごと相談
⃝生活福祉資金貸付

福祉教育事業

⃝福祉教育出前講座
⃝福祉教材の貸出
⃝福祉協力校の指定と助成
⃝福祉協力校連絡協議会

社会福祉大会

ボランティア連絡協議会研修会 出前講座（車いす体験）

介護者のつどい（口腔ケア）

心配ごと相談員
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令和元年度一般会計決算

収入の部合計

円
411,151,116

支出の部合計

円
411,151,116

子ども発達
支援センター
事業
10.38%

日常生活自立支援事業
0.44%

共同募金事業1.01%

生きがい活動支援通所事業5.45%

居宅介護支援事業
5.80%

障がい者
居宅介護
事業
1.86%

地域包括
支援センター
事業
4.06%

次年度への繰越金
24.05%

ボランティアセンター事業
0.92%

会費収入
2.07%

寄付金収入0.12%
補助金収入6.01%

共同募金配分金収入
0.95%

受託金収入
38.42%

事業収入0.03%
負担金収入0.81%

介護等事業収入
15.91%障がい者福祉

サービス等
事業収入
6.44%

その他の収入
2.40% 前年度繰越金

26.84%

法人本部事業
11.27%

福祉推進事業1.58%

生活福祉資金事業0.08%

生活困窮者
自立支援事業
1.64%

児童館・児童
センター事業
12.02%

福祉センター事業5.28%
老人憩いの家事業3.08%

障がい者
デイサービス事業
3.52%

訪問介護
事業
7.56%

単位：円

指定管理事業
⃝生きがいデイサービス
「桜寿荘・福寿荘」
⃝老人憩いの家
「桜寿荘・福寿荘・寿楽荘」

受託事業 　⃝瑞浪南部地域包括支援センター

⃝障がい者デイサービス
「さくら」
⃝児童館、児童センター
「樽上・南小田・土岐・陶」
⃝子ども発達支援センター
「ぽけっと」
⃝市民福祉センター

収入の部
会費収入 8,517,000 
寄付金収入 474,050 
補助金収入 24,706,000 
共同募金配分金収入 3,886,514 
受託金収入 157,963,477 
事業収入 139,450 
負担金収入 3,333,290 
介護等事業収入 65,407,569 
障がい者福祉サービス等事業収入 26,485,379 
その他の収入 9,886,911 

小　　　計 300,799,640 
前年度繰越金 110,351,476 

合　　　計 411,151,116 

支出の部
法人本部事業 46,351,576 
ボランティアセンター事業 3,793,725 
福祉推進事業 6,503,076 
共同募金事業 4,155,681 
生活福祉資金事業 323,140 
日常生活自立支援事業 1,792,943 
生活困窮者自立支援事業 6,737,617 
子ども発達支援センター事業 42,668,050 
児童館・児童センター事業 49,440,404 
福祉センター事業 21,723,529 
老人憩いの家事業 12,660,665 
生きがい活動支援通所事業 22,420,919 
障がい者デイサービス事業 14,455,409 
居宅介護支援事業 23,831,302 
訪問介護事業 31,077,457 
障がい者居宅介護事業 7,647,509 
地域包括支援センター事業 16,691,148 

小　　　計 312,274,150 
次年度への繰越金 98,876,966 

合　　　計 411,151,116 

樽上児童センター運動会

福祉まつり
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生きがい対応型
デイサービスセンター ※瑞浪市指定管理事業です

　おおむね 65 歳以上の、お元気だけど閉じこもりがち
な方に、たくさん笑って、おしゃべりして、1 日楽し
んでいただくデイサービスです。

要支援 1~要介護 5の認定を受けられた方は、ご利用いただけません

サービス内容 	 昼食・入浴（希望者）・レクリエーション・送迎
※レクリエーションでは、季節の行事、脳トレ、体操、小物作り等、楽し
い活動を行います。

利 用 回 数 	 週 1 回
利 用 日 	 月曜日～金曜日（祝日及び年末年始はお休み）
利 用 料 	 1 回 1,000 円

桜寿荘デイサービスセンター 福寿荘デイサービスセンター
土岐町 5200　TEL 66-1211 日吉町 4116-1　TEL 64-2932

上記それぞれの	デイサービスセンター
もしくは	瑞浪市役所高齢福祉課（TEL	68-2117）へ

瑞浪・土岐･釜戸・稲津・陶に
お住まいの方

日吉･大湫・明世に
お住まいの方

お 問 い 合 わ せ は
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あ な た の　 安 心 し た 生 活 を　 お 手 伝 い し ま す

日常生活自立支援事業

お手伝いする内容
①福祉サービスをわかりやすく説明、利用するための手続き
②お金の支払い（公共料金 ･日用品 ･医療費など）、お金の出し入れ
③大事なものを貸金庫でお預かり（年金証書 ･印鑑 ･権利証など）

対象者
　認知症 ･知的障がい ･精神障がいなどがあり、自分ひとりで福祉サービス利用契
約の判断が不安な方や､ 日常生活に必要なお金の出し入れ・書類の管理をするのに
不安のある方。
※施設や病院で生活している人も、利用できます。
※判断能力の著しい低下がみられる場合は、成年後見制度活用ができるようご案内をいたします。

利用料
日常的金銭管理サービス……………1時間あたり� 1,000 円
書類預かりサービス…………………1か月あたり� 500 円
※契約までの相談は無料です。契約後の援助に費用がかかります。
※生活保護世帯は無料です。

相談受付
　ご本人や、家族、
民生委員、ケアマネ
ジャー等お困りの方
を知っている方から
相談を受け付けま
す。

訪問相談
　社会福祉協議会の
専門員が、ご本人に
詳しくお話を伺い、
利用意志を確認しま
す。

支援計画
作成 ･契約

　ご本人の希望をも
とに、どのようにお
手伝いするか計画を
作成し利用契約を結
びます。

サービス開始
　支援計画に沿い、
定期的な訪問などを
通し日常生活を支え
ます。計画の見直し
もできます。

利用の流れ

通帳や印鑑
どこにしまったか
忘れてしまった。

家に届いた
書類の内容が
わからない

電気代やガス代の
支払いに
自信がない
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福祉委員研修を行いました
6 月 12日（金）、釜戸コミュニティセンターにて社

会福祉協議会釜戸支部役員会が開催されました。社会
福祉協議会事務局からも職員が伺い、瑞浪市の高齢化
率、地域住民で支え合う必要性、福祉委員の役割など
について、お話させていただきました。
担当地域の一人暮らし高齢者を把握し、安否確認の

声掛け訪問をしましょう。ご近所住民が会って話した
り、体を動かしたりする「ふれあいいきいきサロン」
を開きましょう。など活動の目安には、すでに多くの
福祉委員さんが取り組まれていました。
6/24 には土岐支部、6/25 には瑞浪支部、6/26 には大湫支部の各会議におじゃましました。

ちょこっときてみませんか？
お家で介護されている方、在宅介護に関心がある方、ボランティアさんが淹れてくださる挽

きたてのコーヒーを飲みながら、おしゃべりしませんか ?　時間の途中で出入りもできます。ぜ
ひ、お気軽にお越しください♪

開催日　毎月 20日（20日が土日・祝日の場合はその前後）
　　　　直近予定…7/20（月）、8/20（木）、9/18（金）
内　容　おしゃべり・ヨガ・介護食など（参加者のご希望を取り入れます）
場　所　ハートピア
時　間　13時 30分～ 15時
参加費　100円
問い合せ先　瑞浪市社会福祉協議会　☎ 68－ 4148

★登録ヘルパーも同時募集中‼　詳細はホームページにて★

在宅老人デイサービスセンター職員臨 時 職 員 募 集
職　　種 	 介護員
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）で、
	 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）
賃金形態 	 日額 6,700 ～ 7,000 円（通勤手当　有）
加入制度 	 健康保険、雇用保険、労災保険
業務内容 	 市内の在宅老人デイサービスセンターで、日常生活上の訓練、送迎、昼食、レクリエーション等
	 のサービスを提供（介護保険事業所ではありません。※採用後の異動有）
選 　 　 考 　面接（相談のうえ面接日を決定します。）
提 出 書 類 　履歴書（写真添付）と資格証明書の写し
申 し 込 み 　随時
申込・問合せ 	 申込・問合せ	 瑞浪市社会福祉協議会

1名

へ介護者のつどい
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匿名………………………13,182 円	 名古屋ヤクルト販売株式会社………23,940 円

匿名………………………紙オムツ	 キリヤ商事㈱…………………紙オムツ・パッド
工房さくらんぼ…………紙オムツ

㈱丸新美濃瓦　　ゆうき　　㈱東濃マシンツール　　さかえや化粧品店
遠藤圭子　　成瀬道夫　　加納明美　　栄町長寿クラブ　　㈱松野屋商店
麗澤瑞浪中学 ･高等学校　　中新製菓㈱　　中京高等学校
アツミスポーツ　　石川文俊　　伊藤道廣　　匿名 2名

寄 付 金

物 品 寄 付

古 切 手

４月２１日～６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

生きがい対応型デイサービスセンターを申し込む場合、明世地区の高齢
者が利用できる施設の名前は？

♥正解者の中から、抽選で3名様に「きなぁた瑞浪」商品券（1,000円分）を
　プレゼントします。
ホームページからも応募できます。　http://www.m-shakyo.org

5月15号のこたえ　　「令和7年3月」
当　選　者　　榎木智恵子様　　加納明美様　　加藤美鈴様
　　　　　　　　＊当選者には、7月10日に景品を発送しました。

クイズコーナー？
？ ？？

問題

　コロナウイルス感染拡大防止のための外出自粛要請が解除され、福祉センター ･ハートピアで
も、介護予防を目的とした各種サークルや、福祉団体会議等でのご利用も再開されました。
　市民の皆様が気持ちよく利用できるように、ハートピア外回りの草刈りや花壇の花植えをして
くださった、ボランティアの皆様ありがとうございました。

6/5有志花植えボランティアさん 6/8 シルバー人材センター会員西部支部の皆さん

令和2年7月15日	 社　協　だ　よ　り	 （7）



第１回瑞浪市ボランティア連絡協議会会議を行いました
6月 10日（水）に第1回ボランティア連絡協議会
の会議を行いました。今年度最初のこの会議では、ボ
ランティア連絡協議会に加盟している18団体の代表
者が一堂に会して、各団体の活動紹介を行ったり、今
年度のボランティア連絡協議会の事業計画を決めてい
きます。
『新型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、萎縮せず、感
染予防対策をしっかりとりながら事業やボランティア
を行っていけたら良いなと思っています』と会長から
挨拶をいただきました。みなさんのあたたかい活動で瑞浪市がもっと暮らしやすい街になるよう、ボラ
ンティアセンターでは活動を支援していきます。

瑞浪市社会福祉協議会では、みなさんからいただいた古切手を集めて、海外の保健医療を支
援している団体へ送っています。不要になった古切手をぜひ、お持ちください。

古切手の集め方

　ボランティアセンターにて、みなさんからいただいた切手を収集ボランティアさんが丁寧に整えて
くださっています（毎月第３火曜日）。収集ボランティアさんも大募集中です！

62
10

～郵便で送られて来た手紙や葉書に付いている切手、みなさんはどうしていますか？～

コツコツと
集めています！古 切手
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み な ボ ラ センター

ボランティア

コーナー
No.72

いっしょに

ボランティ
アをしませ

んか

①封筒や葉書に貼ってある切手をまわり 1cm残して切り取ってください。切手を紙からはがす
必要はありません。
②破れているもの、汚れているものは取り除いてください。
③日本のもの、海外のものを分けてくださると大変助かります。



ぼくの名前は「ポーポー」
今回は、「ふくしお助け隊」
の活動を紹介するね。

「ふくしお助け隊」は、平成 28年 4月に設立さ
れたボランティア団体です。
高齢になったり身体が不自由でお困りの方を応
援します。たとえば、ゴミ出し・電球の交換・ストー
ブや扇風機の準備および片付けなど、介護保険制
度やシルバー人材センター等の業務ではできない
ちょっとした困りごとに対応します。

団体プロフィール

それでは、活動
の様子をみてみ
よう！

包丁を研い
でくださっ
ています。

雨が降り込まないように、
波トタンをちょっと付け
足してくださりました。

お庭の手入れをしてくださっ
ています。
洗濯物干し場があるので、手
入れをしてくださってスッキ
リ快適になりました！

「ありがとう。本当に助かったわ」という依頼者さんに、「いいよ、いいよ、おたが
いさまやでな～」と返事をされたボランティアさんの言葉で心が温まりました。
毎日の暮らしを応援してくださり、ありがとうございます。
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毎月第 3 水曜日 13:30 ～ハートピアで定

例会を行い、ボランティアのみなさんで

活動の報告や予定を話しています。



手話奉仕員養成講座 入門課程

受講者募集‼
　聴覚に障がいのある方とのコミュニケーション手段のひとつである「手話」を、
１から学んでみませんか？お申込みお待ちしています！

日　　時 	 令和 2年 9月 25日から令和 3年 3月 12日までの毎週金曜日　全 23回
	 午前 10時から 11時 30分（内容により時間が異なる日があります）
場　　所 	 市民福祉センターハートピア（瑞浪市樽上町 1丁目 77番地）
対　象　者 	 18 歳以上の瑞浪市民	10 名まで（申し込みが 3名未満の場合は中止します）
受　講　料 	 無料（テキスト代の 3,300 円はご負担ください）
申　込　み 	 9 月 4日（金）までに瑞浪市社会福祉協議会へ（TEL	68-4148）
そ　の　他 	 80%以上の出席者には修了証を授与します。
	 修了された方は次のステップである基礎課程を受講することができます。

※コロナウイルス感染症の状況によっては講座を中止する可能性があります。

福祉まつり中止に関するお知らせ
毎年 10月にハートピアにて開催しております、『みずなみ福祉まつり』は、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響について慎重な協議を重ねた結果、今年度の開催中止
を決定いたしました。
開催を楽しみにしていただいている皆様には、まことにご迷惑をおかけしますが参

加いただく多くの市民、関係者の皆様の健康・安全面を第一に考慮した結果、やむな
く中止とさせていただくことに、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

手話サロンも開催中‼
　手話を使っておしゃべりしましょう。手話を
習ってみたい方も歓迎‼

日時：7月25日（土）　10 時 ~12時（毎月第 4土曜日開催）
場所：ハートピア

（10）	 社　協　だ　よ　り	 令和2年7月15日


