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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。

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。
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釡戸小学校 愛の１円玉募金 中京高等学校

令和2年度 共同募金達成額のご報告
6,356,277円（　　　　　）令和3年2月1日現在

目標額：6,350,000円

市内で集まった募金の約７割は瑞浪市に配分され、３割は県内の大きな事業や被災地支援ボラン
ティア等に使われます。瑞浪市では、学童保育所や障がい者施設の備品購入、社会福祉協議会事業費
などの貴重な財源にさせていただいております。
あたたかいこころ、ありがとうございました。

戸別募金　5,092,350円
瑞　　浪 1,525,850円
土　　岐 1,021,600円
稲　　津 728,400円
陶 581,200円

釡　　戸 501,400円
日　　吉 363,100円
明　　世 297,600円
大　　湫 73,200円

街頭募金　85,341円
ピアゴ瑞浪店 バロー瑞浪中央店 オークワ瑞浪店
ゲンキー瑞浪店

学校・幼児園募金　191,458円
土岐小学校 釡戸小学校 啓明保育園 瑞浪幼児園
桔梗幼児園 竜吟幼児園 陶幼児園 日吉幼児園
一色幼児園 稲津幼児園 みどり幼児園 中京高等学校生徒会

個人・職域募金　117,069円
梅村　祥世 瑞浪ダイハツ販売㈱職員 市役所職員 社会福祉協議会職員

その他募金　162,045円
民生委員児童委員協議会 瑞浪市囲碁クラブ 十五日会 瑞浪商工会議所
瑞浪市サッカー協会サッカー教室 田中酒店有志 市民福祉センター募金箱 社協各施設募金箱
陶コミュニティー募金箱 釡戸コミュニティー募金箱 ダイナム募金箱 オークワ募金箱
ドリームプラザ募金箱 陶技学園みずなみ荘募金箱

令和2年度

市内で集まった募金の約７割は瑞浪市に配分され、３割は県内の大きな事業や被災地支援ボラン
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オークワ瑞浪店 ゲンキー瑞浪店 ピアゴ瑞浪店

法人募金　708,014円
瑞浪地区　214,300円
ありが印刷㈱ 岩島医院 大西商店 ㈱高田商会
㈱中央ミネセラム 平和コーポレーション㈱ ㈱松野屋商店 瑞浪会計事務所
イトウトレーディング ㈲木田自動車 柴田陶器㈱ 東濃石油㈱
㈲東濃マシンツール ㈱橋本組 美濃窯業㈱ ㈱オートビークル土屋

カクカ陶料㈱ ㈱十味惣瑞浪工場 ㈱ハクト
ラピーヌケアサポート

やさしい時間
木かげ　デイサービス

㈲イタガキ商事 ㈲工藤葬具店 こせき醫院 司法書士法人たなか事務所
土屋歯科医院 ㈲トラステック 日本料理 日吉屋 板垣建設㈱瑞浪支店
土岐地区　147,600円
㈱アイランド　ジー・アイ 伸永建設㈱ 瑞浪建築板金㈿ 瑞浪ダイハツ㈱
㈲前川新聞店 ㈲三輪製作所 ㈱キマタ薬局 みずなみアグリ㈱きなぁた瑞浪
金田眼科クリニック 丸理印刷㈱ 岐阜県厚生連 東濃厚生病院 味の北龍
㈱今井土木 内田電気商会 ㈲極楽屋 小木曽歯科クリニック
㈱平子商店 ミツハラ防水㈲ 市原製陶㈱
稲津地区　37,800円
㈱西尾建設 ㈱深山 ㈱丸新 瑞浪シリカ㈿
小里消費生活協同組合 介護老人保健施設　ひざし (医)光真会　勝股医院 なつこデンタルクリニック
陶地区　88,200円
㈲中村電機水道 マルモ加藤陶器㈲ ㈱山善製陶所 ㈲藤井モータース
陶栄自動車㈱ ㈱ヤマイチ ㈲山カ匣鉢製造所 恵那陶磁器工業協同組合
恵陶原料工業協同組合 大塩歯科医院 羽柴電気工事㈱
釡戸地区　45,900円
東海クレー工業㈱ 日下部接骨院 アンドウ美容室 塚田雄三
㈱龍森　岐阜営業所 ㈱生活の木 真生化工㈲
日吉地区　38,700円
㈱早川土木 ㈱美濃椎茸 ㈱大地 中工精機㈱
サンエッグファーム㈱　瑞浪第２農場
明世地区　59,400円
野平木材㈱ ㈱東濃健康生活センター ㈲加納設備 ㈲あいケアー
㈱DII ㈱東岐空調 東濃クリニック ㈲中山総合保険事務所
大湫地区　18,000円
（医）仁誠会　大湫病院 大湫機械化営農組合
その他　58,114円
伊藤園(赤い羽根自動販売機) 富士ループ㈱（赤い羽根マッサージ機）

順不同・敬称略
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令和３年２月６日（土）に開催を予定しておりました「第55回瑞浪市社会福祉大会」について協議
を重ねた結果、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止並びに表彰受賞者及び関係者の健康、安全を
考慮し中止することとさせていただきました。ただし、永年にわたり社会福祉事業の推進に著しい功
績のあった方に対する顕彰については実施することとし、受賞者の皆様には表彰状・感謝状をお届け
させていただきました。

【地域福祉功労者】２名
支部役員及び福祉委員として９年以上活動
日比野　准　　　 尾　和夫

【保護司功労者】１名 【地域福祉功労者】６名
　委嘱（任命）から６年以上活動 　支部役員及び福祉委員として６年以上活動
　　渡邉　和子 　　土屋　義隆
 　　日比野弘司
【障害者福祉功労者】２名 　　村瀬　平一
　役員として６年以上活動 　　水野　博文
　　小栗　正大　　　加知　妙子 　　居山　信行
 　　小坂　秀哉
【社会福祉施設優良職員】35名
社会福祉法人・NPO法人の福祉施設職員として10年以上在職
田代　典子　　　永井　夕子　　　西尾沙友実　　　小嶋彩生奈
曽川　武秀　　　加藤　聖二　　　後藤　直史　　　秋田比呂子
熊﨑　優美　　　栗田江依子　　　玉置ひろみ　　　安藤　祐子
小栗　紀子　　　加藤友美子　　　舟木　貴雄　　　益田加奈子
後藤　　剛　　　片桐　千絵　　　柴田　理沙　　　市川奈央美
細川　修平　　　宮地　里佳　　　横山　志保　　　伊藤　陽子
兼松　和美　　　田立　珠実　　　佐藤　智子　　　小木曽恵巨
大塚　慎也　　　橋本　好江　　　大竹　孝子　　　山田　高敬
小出由希子　　　余語　幸代　　　中西　由美

瑞 浪 市 長 表 彰

瑞浪市社会福祉協議会長表彰

令和３年２月６日（土）に開催を予定しておりました「第55回瑞浪市社会福祉大会」について協議

社会福祉功労者をご紹介します社会福祉功労者社会福祉功労者
令和2年度の
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【ボランティア活動功労者】23名
社会福祉活動のボランティアとして、６年以上活動
工藤美佐子　　　松之木正美　　　天木　敬子　　　安藤　秀範
加藤　宏子　　　 尾美津子　　　小木曽あけみ　　　伊藤眞理子
大竹　茂子　　　 尾　淑子　　　加藤みな代　　　有賀　加恵
最上　昭子　　　大島阿佐子　　　柘植　君子　　　大島　志保
小栗冨美子　　　大竹　紀子　　　中村久美子　　　加藤　明代
淺井　慶子　　　小栗小夜子　　　伊佐治智代

【社協会長感謝状】
社会福祉活動への継続した寄付を頂き、通算10万円超
岐阜県陶磁器デザイナー協会

令和3年3月15日 社　協　だ　よ　り （5）

1/26(火)、障がいのある子のご家庭で関心の高い話
題、「将来生活する場所はどこにする？」「親が子に残す
お金が、確実に本人に使われるようにするにはどんな制
度がある？」といったお話を、事例を含めて紹介する講
演を開催しました。
「兄弟に頼らないにしても一緒に話し合う場を持つこ
とが望ましい」、「早いうちから制度を利用したり、地域の人と接点を持つことが、本人が
困ったときに頼れる人を作ることにもつながる」という話もあり、参加者からは「これま
で聞く機会のない話が聞けて良かった」と好評いただきました。
今回初めて、東京にいる講師とつなぐリモート開催をしました。コロナ禍での講座開催
を考えるきっかけにもなりました。

障がいのある子の「親なきあと」講演会開催

桜寿荘デイサ
ービスセンタ

ーにて、

季節の行事『
豆まき』を楽

しみました。

「今から始める、おっさんの趣味講座」プランターカバーを作りました。
この後種まきを終えたプランターにかぶせます。



瑞浪市子ども発達支援センター
ぽけっと「相談室」のご案内

・年齢に比べて動きがゆっくり、ぎこちない、手先が不器用など、体の動きに関すること。
・遊びや作業が長続きしない、落ち着きがないなど、集中力や行動に関すること。
・友だちとの関わりが苦手、友だちとの活動に参加できないなど、社会性・集団適応に関すること。
・ことばが増えない、理解がゆっくり、会話が上手くできないなど、ことば・コミュニケーションに関
すること。

・言いたい事が上手く伝わらないなど、発音や吃音に関すること。

こんな相談があります…
当相談室では、お子さん（０～18歳）の発達に関する相談を受け付けています。

＊相談は、個別に対応させていただきます。
＊お子さんに対する理解を深めながら、どのように関わっていったらよいかを一緒に考えていきましょう。
＊必要に応じて、他の機関への紹介も行います。

住所：瑞浪市寺河戸町1149-1（瑞浪駅裏）

瑞浪市子ども発達支援センターぽけっと「相談室」
TEL：0572-44-8177

◎まずはお電話ください。相談希望日などをお聞きします。
（電話での相談も受け付けています。）

相談受付日時：毎週月～金（祝日を除く）　午前8時30分～午後5時

コミュニケーションの仕方を具体的に覚えていくための支援

手の力や体の動きを
育てる支援

親子やグル
ープ遊び

など、人と
の関係を

育てる支援
集団に適応するため

の支援

発声や発語につながる発音の支援

落ち着きや集中力を
育むための支援

子どもの状態
やペー

スに合わせた
ことば

の発達を促す
支援

相談を受けてこんな支援をしています
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み な ボ ラ センター

ボランティア

コーナー
No.76

いっしょに

ボランティ
アをしませ

んか

生活支援ボランティア生活支援ボランティア生活支援ボランティア
２月上旬に、瑞浪市ボランティアセンターに１本の電話が入りました。
「風で波トタンの留め具が外れてしまったので、ボランティアさんに直していただけないでしょ
うか？」という内容でした。さっそくボランティアセンターの職員がお宅を訪問し、どういう状
況なのか確認させていただき、生活支援ボランティア団体“ふくしお助け隊”へお願いしました。
その翌日にはボランティアさんが直してくださいました。

ボランティア
で対応できる

内容か

どうか分から
ない場合は、

お宅を

訪問して、確
認します。

この方は大工経験のあるボランティアさんです。「工具が足りないから後でまた来てやってあげるわ～」と出直して、直してくださいました。

高齢になってお一人ではできなくなった
こと、障がいがあって自分だけではできな
いことなど、ふだんの暮らしの中で困りご
とはありませんか？

生活支援ボランティアをしてく
ださる方も募集しています。
日曜大工などの特技をもってい
る方、お待ちしております。
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しづく会（チャリティー茶会） …………………………………………………… 1,137円
曽根　一吉 ………………………………………………………………………… 紙オムツ
あひる学童クラブ支援員一同 ………………………………………………… 10,000円

有明レストラン 赤岩かつ子 介護老人保健施設「ひざし」
瑞浪ダイハツ㈱ ㈱生活の木 ㈱東濃マシンツール
麗澤瑞浪中学高等学校 中川悦子 陶児童館利用者
㈱丸新美濃瓦 永島明子 ㈲大成工業
マツイデンキ 匿名2名

寄 付 金 ・ 物 品

古 切 手

（１２月１６日～２月22日受付分　敬称略）

あたたかいこころ　ありがとうございました。

問題　社会福祉功労者として表彰を受けた方は、全部で何人でしょう？
（感謝状を除く）

♥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。
応 募 方 法　ハガキに、答え・住所・氏名（フリガナ）・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。
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３年４月９日（金）消印有効
１月15日号の答え　　「０歳から18歳未満」
当　選　者　水野喜久代様　　宮澤直也様　　横井奏音様

＊当選者には、景品を３月1０日に発送しました。

クイズコーナー？
？ ？？

「広報みずなみ」発行日変更にともない、令和３年度は、
奇数月（５月･７月･９月･11月･１月･３月）の１日発行と

させていただきます。ご了承ください。

社協だより発行日変更のお知らせ
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