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事業報告・決算報告令和２年度

⃝福祉展示会（福祉まつり代替事業）
⃝福祉映画会「決算！忠臣蔵」
⃝障がい福祉講演会
⃝介護者のつどい
（茶話会 ･ 栄養講

話 ･ ヨガなど）
⃝障がい者（手話）

サロン
⃝福祉機器貸し出し
⃝社協だより発行
⃝ひとり暮らし高齢者記念品配付
（ひなたぼっこのつどい代替事業）

⃝ボランティアセンターだより
「みなボラ」発行

⃝手話奉仕員養成講座
⃝おっさんの趣味講座
⃝ボランティア連絡協議会映画会
⃝ボランティア団体活動紹介パネル展示
（瑞浪市民図書館）

⃝災害ボランティアセンター運営訓練
⃝ささエールポイント事業

⃝瑞浪南部地域包括支援センター

地域福祉事業

ボランティア育成事業

受託事業

⃝ふれあいいきいきサロン
保険加入補助

⃝ひとり暮らし高齢者向け
　機関誌「ひなたぼっこ」発行
⃝家具転倒防止器具取り付

け支援

⃝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

⃝在宅老人デイサービス「桜寿荘・福寿荘」
⃝老人憩いの家「桜寿荘・福寿荘・寿楽荘」

⃝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

高齢者福祉事業

相談・支援事業

福祉教育事業

指定管理事業

福祉展示会

ひなたぼっこ

心配ごと相談員

老人憩いの家　寿楽荘

出前講座（高齢者疑似体験）

おっさんの趣味講座
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令和２年度 一般会計決算

収入の部 支出の部 子ども発達
支援センター
事業
11.94%

日常生活自立支援事業
0.51%

共同募金事業1.20%

生きがい活動
支援通所事業
6.27%

居宅介護
支援事業
7.12%

障がい者
居宅介護事業
2.58% 地域包括支援

センター事業
9.09%

ボランティアセンター事業
1.01%

会費収入2.61%
寄付金収入0.02%

補助金収入
7.80%

共同募金
配分金収入
1.67%

受託金収入
48.58%

事業収入
0.02%

負担金収入
0.03%

介護等事業
収入
25.53%

障がい者福祉
サービス等
事業収入
8.43%

その他の収入
5.31%

法人本部事業
14.88% 福祉推進事業1.96%

生活福祉資金事業
0.56%

生活困窮者自立
支援事業
2.20%

児童館・児童
センター事業
14.62%

福祉センター
事業
8.46%

老人憩いの家事業3.86%

障がい者
デイサービス事業
3.81%

訪問介護
事業
9.93%

負担金収入0.81%

障がい者福祉
サービス等
事業収入
6.44%

収入の部

会費収入 8,530,500

寄付金収入 63,265

補助金収入 25,477,100

共同募金配分金収入 5,467,319

受託金収入 158,721,889

事業収入 65,550

負担金収入 98,100

介護等事業収入 83,431,028

障がい者福祉サービス等事業収入 27,535,484

その他の収入 17,345,398

計 326,735,633

支出の部

法人本部事業 45,940,287

ボランティアセンター事業 3,106,826

福祉推進事業 6,049,714

共同募金事業 3,700,084

生活福祉資金事業 1,738,616

日常生活自立支援事業 1,583,489

生活困窮者自立支援事業 6,803,088

子ども発達支援センター事業 36,861,924

児童館・児童センター事業 45,139,871

福祉センター事業 26,133,527

老人憩いの家事業 11,909,389

生きがい活動支援通所事業 19,350,991

障がい者デイサービス事業 11,774,281

居宅介護支援事業 21,977,567

訪問介護事業 30,683,870

障がい者居宅介護事業 7,983,333

地域包括支援センター事業 28,076,854

計 308,813,711

（単位：円）

高齢者に優しい食事の教室
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令和 3 年度の社会福祉協議会各支部活動が
開始しました。今年度新しく福祉委員となられ
た皆様へは、総会や研修の場を利用し、社会福
祉協議会長からの委嘱状をお渡ししました。

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、
各支部とも昨年度から多くの事業の中止・縮小
が続いています。感染対策は継続して必要です
が、閉じこもりによる足腰の弱りや孤独感を抱
く高齢者の方の声も増えてきています。

地域の福祉委員さんは、日々の暮らしの中で
あいさつや言葉がけを行いながら地域を見渡し
て、今必要なことを察知して必要な機関へ橋渡
しをしていただく役割を持っています。

今地域に必要なこと、こんな時代だからでき
ることを、福祉委員さん、民生委員・児童委員さ
ん、区長さん等地域の皆さんと一緒に考え、ふ
れあい支えあいのまちづくりを進めたいですね。

社会福祉協議会支部の活動

稲津支部総会（4/16）

陶支部地区懇談会（4/20）

日吉支部総会（4/23）

釜戸支部福祉委員研修（5/14）

土岐支部総会（4/28）

瑞浪支部福祉委員研修（4/10）

大湫支部総会（5/20）
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ふれあいいきいきサロンは、地域の人が協力者（福祉委員・民生委員・児童委員・ボランティア
など）と一緒に運営・参加する地域交流の場です。参加者自身がボランティアとして運営にかか
わっている場合もあり、決まった形はありません。地域の人に広く呼びかけられる場であること、
参加者同士が会話して笑いあえる場であることが、何よりも大切です。全国の社会福祉協議会が、
平成６年からふれあいいきいきサロン作りを推進しています。

通いの場
ふれあいいきいきサロン紹介

月２回、戸狩公民館に集まっています。
代表の日比野さんが、足の調子の悪かった時に

通った体操教室。その効果をぜひ地域の皆さんに
も伝えたい、と声をかけたのが始まり。教室で覚
えた体操をみんなで復習しながら健康を目指しま
す。よく伸びた足を見てください！

個人宅で、２ヶ月に１回集まっています。気の
置けないご近所仲間と楽しいおしゃべりや作品作
りをしています。

４月は、メンバーの一人が地域交流センターと
きわの教室で覚えてきた難読漢字の問題を、みん
なで解きました。

リフレッシュ塾（明世）

戸狩仲良しサークル(明世)

たくさんの効果をもった通いの場がコロナ禍で消えてしまわぬように、市内で活動されて
いるサロンを紹介します。新型コロナウイルス感染対策を考え、工夫して開催されています。

　　　　　地域の人が歩いて行ける場所（公民館・集会所・個人宅 など）

　　　　　茶話会で気軽なおしゃべり、体操・ストレッチ、手芸や編み物、歌 など

　　　　　　　　　　集まる人のなかで相談

会　場

内容例

参加費・活動頻度

生活に
メリハリが

できる

介護予防
認知症予防 仲間

づくり

地域の
つながりが

できるこんな効果が
期待されます 災害時に

命を守ることに
つながる
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こんなお手伝いをします

サービス利用のながれ

対象となる方

利用料

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）

こんなことでお困りではありませんか？
●家に届いた書類の内容がわからない
●日常生活に必要なお金の出し入れに自信がない
●通帳や印鑑をどこにしまったかわからなくなることがある

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、成年後見制度が活用できるようご案内いたします。

日常的金銭管理サービス・福祉サービス利用援助…………1時間あたり	 1,000 円
書類等預かりサービス…………………………………………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
ご本人はもちろん、
家族・民生委員・ケ
アマネジャー等から
も相談を受け付けま
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
意思を確認します。

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
支援計画に添い、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。

安心して暮らせるようお手伝いします

日常生活自立支援事業

ご相談・お問い合わせは瑞浪市社会福祉協議会へ　☎（0572）68-4148
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お待ちしてい
ます！

生きがい対応型
デイサービスセンター
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、たくさんおしゃべりをして、

笑って、楽しく１日を過ごしていただくデイサービスです。
コロナ禍で外出や交流が制限される中、「ふれあいいきいきサロン」も中止となり気分

も沈みがちな方もいらっしゃるかと思います。ぜひご利用ください。

＊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。

　　　　　　　昼食・レクリエーション・送迎
（現在は感染予防の為中止しておりますが、入浴もできます。）

＊レクリエーションは、季節の行事、体操、地域交流など、
さまざまな行事を計画しています。

　　　　　　　週１回
　　　　　　　月曜日～金曜日（祝日、年末年始はお休みです。）

　　　　　　　１回　1,000円（昼食費含む）

サービス内容

利 用 回 数
利 用 日
利 用 料

◆お住まいの地域の上記デイサービスセンター
◆瑞浪市役所高齢福祉課　☎68-2117

お問い合わせは…

瑞浪・土岐・陶・稲津・釜戸に
お住まいの方

日吉・明世・大湫に
お住まいの方

桜寿荘デイサービスセンター
所在地：土岐町5200（桜堂）

☎66-1211

福寿荘デイサービスセンター
所在地：日吉町4116-1（南垣外）

☎64-2932
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第１回ボランティア連絡協議会を開催しました。
５月19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。ボランティア連絡協議会に加盟している18団
体の各代表の方が、活動紹介や今年度のボランティア連絡協
議会の事業計画について話されました。
「コロナ禍で今まで通りの活動ができないことが多いです

が、感染予防対策をしっかり取りながら、皆さんにご協力い
ただき事業を行っていきたいと思います。」と会長の山口さ
んよりご挨拶いただきました。

各団体からは「ボランティアメンバーの高齢化」という言葉がちらほら聞かれました。あたたかい
助けあいの活動がこれからもつながっていくよう、ボランティアセンターは支援していきます。

各団体のメンバーを募集していますので、ボランティア活動に興味がある方はお気軽に社会福祉協
議会までお問合せください。

ボラ
ンティア活動紹介

パネル展示が始まります
瑞浪市ボランティア連絡協議会に登録のボランティア団体の活動について紹介したパネルが

市内各地を廻ります。２週間ごとに展示場所が変わりますので、ぜひご覧ください。

●日吉コミュニティー………… 7/1午後～7/16午前
●大湫コミュニティー………………7/17～7/30午前
●釜戸コミュニティー………………7/31～8/13午前
●陶コミュニティー…………………8/14～8/27午前
●稲津コミュニティー………………8/28～9/10午前
●中央公民館…………………………9/11～9/24午前

〈展示場所〉見に来てね～

（8）	 社　協　だ　よ　り	 令和3年7月1日

み な ボ ラ センター

ボランティア

コーナー
No.78

いっしょに

ボランティ
アをしませ

んか



ボラ
ンティア活動紹介

ボランティア紹介コーナー
今回はボランティア団体の

「傾聴ボランティア　ダンボ」について
紹介します！

市内の福祉施設や個人のお宅に定期的に訪問しています。
お話を聴かせていただきながら、一緒に過ごす中で、
安心感やすっきりした気分を味わっていただくことを
目指しています。

傾聴ボランティア ダンボ

【団体プロフィール】

設　　立　平成21年４月
定例会日時　毎月第4月曜　13：30～15：30
例会場所　ハートピア ボランティアセンター
活動場所　高齢者施設・個人宅

ところで「傾聴」って
何だろう？
どんなやりがいが
あるのかな？

ポーポー

なるほど！
傾聴のスキルを日々磨き続ける姿、とてもステキですね。
傾聴ボランティア　ダンボの皆さん、ありがとうございます！

★
★ ★

利用者の方が待ってくださっていて、
有意義な時間を共有できることが、私たちボラン
ティアにとって大きな喜びです。心が通う傾聴活動
で豊かな地域づくりに役立っていると思います。

高齢者とのコミュニケーションや傾聴的関わり方
についての勉強会・講演会に参加し、我流にならな
いように月１回の定例会で情報を共有して知識を深
めています。

「傾聴」とは…

私たちは様々な相手の様々な話を聴いて
います。

相手の話を否定しないで
受けとめて
耳を傾けて聴くことです。
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福 祉 学 習 出 前 講 座
毎年福祉教育の一環として、学習のねらいや学年にあわせ、社会福祉協議会職員や登録ボラン

ティアが出前講座を行っております。

５月13日釜戸小学校で出前講座を行いました。
４年生の皆さんに「高齢者疑似体験」と「車いす体験」をしていただきました。
高齢者疑似体験では普段とは違う見え方や聴こえ方に戸惑いながらも、高齢者の体の変化につ

いて身をもって学んでいただきました。

日　時：８月３日（火）９：00～12：00
場　所：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
対　象：瑞浪市内の中学生（定員10名程度）
内　容：手話体験・点訳体験
講　師：手話サークルあすなろ・てんやく瑞浪
参加費：無料　　申込は7/27（火）までに社会福祉協議会（☎68-4148）へ

【出前講座の内容】
・高齢者疑似体験講座　　　・視覚障がい体験講座
・手話体験講座　　　　　　・車いすの使い方講座

学校だけでなく、一般企業やサロンなどへも出かけていきます。
「福祉について学んでみよう」と思われたときは社会福祉協議会にお声掛けください。

障がい者への情報保障
（手話・点訳）について学びます。

ぜひご参加ください！

夏休み 夏休み福祉学習講座
参加者募集中
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問題　7月28日（水）に開催予定の福祉映画会で上映される映画のタイトルは何でしょう？
♥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（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。https://www.ｍ-shakyo.org

応募締め切り　令和３年７月23日（金）消印有効
５月１日号の答え　　「福祉委員」
当 　 選 　 者 　小栗 房江様　　山下 克彦様　　橋本 裕子様

＊当選者には景品を６月25日に発送しました。

クイズコーナー？
？ ？？

日にちと内容：
①７月20日（火）介護について分からないことを

聞いてみよう 
②８月20日（金）おしゃべり 
時　間：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：無料
※コーヒーの提供を中止している間は参加費無料とさせていただきます。

申込不要
申込不要

介護している人同士で情報交換しませんか？

介護者のつどいのご案内

匿名 ………15,000円 しづく会 …… 1,365円
匿名2名 …… 紙オムツ 匿名 ……………肌着等
浮葉美智子 ……………………………紙オムツ他
陶小学校令和2年度卒業生 …… 図書券（1,000円）
日赤明世分団 …………………………… 5,555円

日比野建築 ／ ㈱松野屋商店 ／ 工藤静子 ／ 木田自動車 ／ ㈲瑞浪地所
介護老人保健施設ひざし ／ ㈱丸新美濃瓦 ／ 麗澤瑞浪中学・高等学校
㈱東濃マシンツール ／ 小倉永次 ／ 森島暎二 ／ 鈴木京子 ／ 匿名 3 名

寄 付 金 ・ 物 品

古 切 手

（4月1日～6月7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。

ヤクルト販売㈱より寄
付金27,843円をいた
だきました。ヤクルト
の売上金の一部を社会
福祉に役立てる「福祉
ヤクルト運動」を行っ
てくださっています。

毎月20日頃に開催しています。
介護している者同士、気楽におしゃべ
りしませんか。現在新型コロナウイル
ス感染予防のため、コーヒーの提供を
中止しています。飲み物はご持参いた
だきますようお願いします。

令和3年7月1日	 社　協　だ　よ　り	 （11）



（12）	 社　協　だ　よ　り	 令和3年7月1日


