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№ 247 みずなみ社協だより
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 https://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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市民の皆さまには、平素から瑞浪市社会福祉協議会の活動にご理解とご協力を
賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、前渡邉会長の後を引き継ぎ、令和3年6月28日から瑞浪市社会福祉
協議会会長に就任いたしました。微力ではございますが、瑞浪市社会福祉協議会
の円滑な運営と地域福祉の推進のため、力を尽くしてまいる所存でございますの
で、皆さまのご指導のほどよろしくお願いします。

今日、少子・超高齢社会のさらなる進行、人口減少社会の到来に加え、昨年よ
り引き続く新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、市民生活を取り巻く環境は大きく変化し
てきています。

こうした中、高齢者の孤立や子育てに対する不安、経済的困窮など、地域における課題もますます
多様化・深刻化し、また顕在化してきています。

瑞浪市社会福祉協議会は、このような課題に対応して、瑞浪市地域福祉活動計画に掲げる「共に創
る　ふれあい　支え合いのまちづくり」の基本理念のもと、各種の事業を進めておりますが、その活
動は福祉委員をはじめとする地域の社会福祉関係者や福祉団体、そして市民の皆さまの力によって支
えられております。今後とも皆さまの更なるご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　　　令和3年7月吉日

社会福祉法人　瑞浪市社会福祉協議会　会長　小　栗　　茂

会長就任あいさつ

会　　長　　小栗　　茂
副 会 長　　日比野　昭
　 〃　　　  三宅　芳明
常務理事　　伊藤　明芳
理　　事　　熊澤　清和
　 〃　　　  隅田　敏博
　 〃　　　  正木　英二
　 〃　　　  水野　人実　
　 〃　　　  成重　隆志
　 〃　　　  橋本　孝晴
　 〃　　　  今枝　正明
　 〃　　　  山口　富子
監　　事　　伊藤　照雄
　 〃　　　  加藤　健二　（敬称略）

理事・監事　
＊任期　令和３年６月２８日～
令和５年６月定時評議会終結まで

新役員・新評議員のご紹介 役員等の改選に伴い、次の方々に理事・監事・評議員と
して就任いただくことになりました。

鵜飼　　茂　　　　辻田奈美子
早瀬　克子　　　　山内　浩康
水野　勝人　　　　金津　　誉
永井　　研　　　　安藤　　昇
古田　講造　　　　兼松　美昭
加納　秀樹　　　　堀部　なを
加藤　隆史　　　　近藤　浩二
和田　美鈴　　　　　（敬称略）

評議員　
＊任期　令和３年６月２８日～
令和７年６月定時評議会終結まで
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　共同募金は、事前に福祉団体や施設から実施したい事業や揃えたい設備などの要望を聞き、「何の
ために」「どのくらいの金額を」集めるか、計画して取り組む募金です。要望に応えるために必要な
金額がその年の「共同募金目標金額」となります。
※目標額の設定はしておりますが、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、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」が都道府県を越えて拠出します。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、事業所様には共同募金会より直接お願いしております。

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をお願いします。

瑞浪市では、　昨年度　6,356,277円　の募金が集まり、
そのうち　995,221円　が歳末たすけあい募金として昨年度中に配分さ
れました。今年度は　3,155,138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
・福祉映画会の開催	 ・福祉講演会の開催
・ひとり暮らし高齢者対象『ひなたぼっこのつどい』の開催　など

市民の皆さまには、平素から瑞浪市社会福祉協議会の活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し
上げます。この度、令和3年6月28日をもちまして、瑞浪市社会福祉協議会会長を退任いたしました。
平成25年10月より会長として７年あまりにわたり、大過なく任期を務められましたのも、皆様方の
格段のご厚情の賜物と存じ、心から厚くお礼申し上げます。

在任中を振り返りますと、「生活困窮者自立支援制度の導入」や「社会福祉法人制度改革」など新
たな施策に対する対応の他、年号も「平成」から「令和」へと改元されるなど、時代もめまぐるしく
変わり、時の流れの速さに驚くばかりでありました。

今後は新会長のもと、瑞浪市社会福祉協議会が市民の皆さまから一層信頼される組織となりますよ
う、ご支援・ご協力をお願い申し上げて、退任のごあいさつとさせていただきます。 

渡邉　勝利

会長退任あいさつ
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介護者のつどいに参加しませんか

学習支援教室を始めました。

① ９ 月 21日（火）「教えて！福祉用具の専門家さん！」　申込不要
② 10月 19日（火）「バランスボールで身体を動かしてリフレッシュ☆」　申込必要
時　　間　13:30 ～ 15:00（途中退出できます）
場　　所　市民福祉センター「ハートピア」
参 加 費　無料
※新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため現在コーヒーの提供は中止してお
ります。その為参加費（通常 100 円）
は無料とさせていただきます。

６月21日、「介護者のつどい」で講師の土本千鶴子先生をお招きし、アロマオイルを使った虫
よけスプレー作りを行いました。スプレーの容器を各自思い思いにデコレーションして、世界に１つ
だけの虫よけスプレーが完成しました。アロマオイルの香りに癒されておしゃべりもはずみました。

【対　象】… 市内在住の母子家庭・父子家庭や父母のいないお子さんを
	 養育している家庭の小学５年生～中学３年生までの児童・生徒
【利用料】… 無料（教材等はご家庭でご準備ください。）
【定　員】… １５人（定員にまだ余裕があります。申込受付中です。）
【日　時】… 第１～第４金曜日　１８：００～２０：００　※祝日・年末年始を除く
【場　所】… 市民福祉センター「ハートピア」２階会議室　※送迎は保護者でお願いします。
【申込・問い合わせ先】瑞浪市役所	子育て支援課児童家庭係　☎０５７２-６８-２１１５

次回の日にちと内容

介護をしている方、お気軽にお越しください。
お飲み物はご持参いただきますようお願いします。

この教室は、学習支援員が宿題などの自主学習の補助を行うものです。
塾ではありませんので予めご了承ください。

動きやすい服装で
　ご参加ください☆

８月から
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「社協だより」7月号より、地域の皆さんが気軽に集まるサロンを紹介しています。人とのつな
がりで笑顔になれる機会を増やし、心も体も元気になる場所を、あなたの地域にも作りませんか。

今月号の「社協だより」の表紙は、新型コロナウイルス感染防止のため集まり自体は中止としつつ
も、人と人との大事なつながりが切れないように、今できることを考えて行われたサロンの写真です。
◆釜戸町の「こぶし会」は、メンバー各自が自宅で七夕飾りを作り、竜吟幼児園へプレゼントし
ました。
◆日吉町の「ぴーちくサロン」は、登録メンバーにお手製の暑中見舞いを送られています。

ふれあいいきいきサロン紹介 Vol.2

釜戸町　公文垣外サロン
毎週火曜日に体操

日吉町　中楼会
毎月 1回様々な体験

土岐町　遊友サロン
毎月 1回おしゃべり

夏休み福祉学習講座を開催しました！
８月３日、市内在住の中学生を対象に夏休み福

祉学習講座を開催しました。ボランティア団体の
「てんやく瑞浪」と「手話サークルあすなろ」のメ
ンバーが講師として点訳や手話について教えてく
ださいました。
点訳講座では実際に点字を打つ体験をしました。

飲み込みの早さはさすが中学生。受講者の皆さん
は点字一覧表と照らし合わせて点字を読むことも
できるようになりました。
手話講座ではあいさつの手話や指文字を教わり

ました。
『パプリカ』の歌の手話も学び、曲に合わせて楽
しみながら体験できました。
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福祉まつり 開催告知
【日　時】… １０月８日（金）９：００～１７：００　　１０月９日（土）９：００～１５：００
【場　所】	 瑞浪市民福祉センター「ハートピア」１階ロビーおよび２階
【内　容】… ◇福祉施設利用者の作品および福祉関係団体の活動紹介展示（２日間とも実施）
… ◇体験コーナー（手話・点訳・音訳）（１０月９日（土）のみ）
	 　（１時間に１０名ずつの体験とさせていただきます。）
※点訳体験のみ事前申込が必要です。　申込先…☎ 0572-68-4148
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、飲食物および物品の販売は行いません。

問題　今月号で紹介された瑞浪市土岐町にある障がい者デイサービスセンターの名称は
　　　…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９月24日（金）消印有効
７月１日号の答え　　「キセキの葉書」
当　選　者　梅村	鶴実様　　村上	道男様　　羽柴	徳子様

＊当選者には景品を８月26日に発送しました。

クイズコーナー？
？ ？？

東洋羽毛工業(株)	……携帯用アルコール消毒液10本
ピアゴ瑞浪店	 ……… “小さな善意で大きな愛の輪”運動
　　　　　　　　　　	店内募金箱　45,835円

㈱東濃マシンツール／丸釜釜戸陶料㈱／さかえや化粧品店
コスメティックスサカエヤ／栄和不動産／社会保険労務士法人まごころ／㈱ブリッジ
瑞浪商工会議所／㈱ツノガイ不動産／㈱丸新美濃瓦／桐井勝子／㈱生活の木
土屋静子／麗澤瑞浪中学・高等学校／大湫公民館／匿名２名

寄 付 金 ・ 物 品

古 切 手

（6月8日～8月3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。

東洋羽毛工業㈱ ピアゴ瑞浪店
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対　　象　　者　　身体障がい者及び知的障がい者

サービス内容　　活動（作業・機能訓練・社会適応訓練・創作活動など）

　　　　　　　　レクリエーション・給食・送迎など

利　　用　　日　　月曜日から金曜日（土、日、祝日、年末年始は休み）

利　用　時　間　　午前８時30分から午後４時ごろ（送迎時間を含む）

利　　用　　料　　無料（送迎費：片道100円　往復200円）

　　　　　　　　給食費：希望者のみ（440円～500円）

“私たちと一緒に、活動を通して出来ることを増やしましょう！”

さくら
障害者デイサービスセンター

利用者募集のお知らせ

障害者デイサービスセンターさくら 　　☎　0572　―　66　―　1211
瑞浪市役所　社会福祉課 障がい福祉係　☎　0572　―　68　―　2113お問い合わせ

夏まつり

おひなさま作り

干支作り

協同作品作り

創作活動

パッチワーク

令和3年9月1日	 社　協　だ　よ　り	 （7）



ボランティア紹介パネル展示中
７月１日から始まったボランティア紹介パネル展示。瑞浪市ボランティア連絡協議会に登録している

ボランティア団体の活動について紹介しています。ボランティア紹介パネルは日吉コミュニティーから
始まり、大湫・釜戸・陶・稲津の各コミュニティー・中央公民館を廻っています。皆さんご覧いただき
ましたでしょうか。展示はまだ続きますので、ぜひご覧ください。

ボランティアメンバーも随時募集中です。
ボランティア活動に興味を持たれた方は
瑞浪市社会福祉協議会までご連絡ください。

（☎ 0572-68-4148）

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。

【今後の展示場所】
●稲津コミュニティー・・・8/27～9/10午前
●中央公民館・・・・・・・9/11～9/24午前

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社会福祉協議会へぜひお持ちください。

【古切手をお持ちいただくにあたって】

収集ボランティアさんも募集しています。
活動日時：毎週第３火曜日
活動場所：ボランティアセンター（市民福祉センターハートピア内）

62
10

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破れている切手・汚れている切手は取り除いてください。
③日本の切手と海外の切手を分けてくださると大変助かります。
※切手を切り取らずに封筒ごと持ってきていただいても OK です。

集めています！古 切手
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ボランティア

コーナー
No.79

いっしょに

ボランティ
アをしませ

んか



活動内容
◆里山の手入れ
◆原石山遊歩道の環境整備等
◆小里川ダム湖周ウォーキング
◆地元学ウォーキング
◆土岐川水質モニタリング調査
◆児童館でのリースクラフト

ボランティアグループとしての夢・目標を教えてください。
◆小里川ダム遊歩道と里山の手入れをすることにより環境・

景観を良くし、地域に貢献すること。
◆小里川ダム湖周ウォーキングで山・川・空の自然との繋が

りを体感してダム湖畔の景観の魅力を知ってもらうこと。

どんな時にやりがいを感じますか？
◆仲間と一緒に汗をかいて、手入れ後の景色を眺める時。
◆様々な樹木や山野草に季節ごとに出会えて、名前も覚えられること。
◆子どもたちに山の木の実や枝葉を利用したリース作りで喜んでもらえる時。

【団体プロフィール】

設　　立　平成18年６月
定例会日時　毎月第4土曜　9：00～15：00
活動場所　小里川ダム湖畔
活動人数　20～80代の男女20名

小里川ダム里山教室

今回はボランティア団体の
「小里川ダム里山教室」について

紹介します！

ボランティア紹介コーナー

里山教室や湖周ウォーキングへの参加をお
待ちしております！
人との出会いや豊かな自然とのふれあいを
楽しむことができますよ。
興味を持たれた方は瑞浪市社会福祉協議会
へご連絡ください。（☎0572-68-4148）

木の実や枝葉を利用したリース作り
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１．受付期間　　９月13日（月）～10月15日（金）
２．試 験 日　　11月６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
　【正規職員】

　【嘱託職員】

５．試験方法　　【正規職員】 教養試験、適応性試験、面接試験
　　　　　　　　【嘱託職員】 適応性試験、面接試験
６．結果通知　　試験後２週間頃までに本人宛直接郵送予定
７．試験案内及び申込書等

９月13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

介護福祉士 昭和56年４月２日以降に生まれ、介護福祉士の資格を有す
る方、又は令和４年３月31日までに資格取得見込みの方 １名

職　　種 受験資格 採用予定人員

児童館職員 保育士、又は幼稚園教諭の何れかの資格を有する方、若
しくは令和４年３月31日までに資格取得見込みの方 １名

募集職種　　登録ヘルパー
採用人員　　若干名
資　　格　　２級ホームヘルパー以上の介護資格を有する者（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）
仕事内容　　介護の必要な利用者に買い物・掃除・洗濯・調理など

の生活支援や、入浴介助・移動支援などの身体介助
賃金形態　　（時給）1,000円～1,500円
選　　考　　書類審査と面接
提出書類　　履歴書（写真添付）と資格証明書の写し

※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４年４月採用 瑞浪市社会福祉協議会職員を募集します。

【随時】臨時職員を募集しています。

（10）	 社　協　だ　よ　り	 令和3年9月1日


