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10月8日（金）、9日（土）に第35回福祉まつりを開催しました。コロナ禍での開催でしたが、来場さ
れた皆さんに手指消毒やマスク着用等のご協力をいただき、無事行うことができました。

～ 思いやる  心あふれる  福祉まつり ～

　　　　~　福祉協力校作品展示・福祉施設作品展示・各団体紹介等　~１階
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手話体験

音訳体験

点訳体験

福祉まつりは、福祉活動に対するみなさまの理解が深まり、住み慣れた地域でだれもが安心
して生活ができるようにと願って開催しています。一人一人が「自分のできること」を考え、
行動するきっかけになればと思います。
ご来場いただいたみなさま、実行委員のみなさま、ありがとうございました。

　　　　~　ボランティア体験 ~２階
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自分の声を録音して聞いて
います。
少し緊張したかな？

初めての点訳体験。
点字表を見ながら五十音など
を慎重に打っていきます。

「最近仕事が落ち着いたので
何か始めようと思って。」と
申し込んだ女性。手話でしり
とりもやってみました。



第35回　みずなみ福祉まつり ～ 参加団体活動紹介 ～
※今回は新型コロナウイルス感染拡大予防の為、作品展示・団体活動紹介・ボランティア体験を中心とした内容で行いました。

【瑞浪市ボランティア連絡協議会】
活動内容

市内で活動するボランティア団体の集まりです。ボランティア活動への理解を広め、ボランティアの輪が広がることを目指しています。
あなたも参加してみませんか？
・瑞浪市赤十字奉仕団 ・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
・小里川ダム里山教室  ・介護予防サークルの会 ・図書館ボランティア ・ハートメール
・訪問ボランティア ・ボランティアひまわり会 ・傾聴ボランティアダンボ ・陶ゴールド会
・ふくしお助け隊 ・瑞浪災害救援ボランティア ・さわやか会 ・陶寺子屋
・音訳ボランティアともしび会  ・てんやく瑞浪 ・手話サークルあすなろ  (順不同）

【体験ボランティア実施団体】
団体名 活動内容

音訳ボランティア
「ともしび会」

「広報みずなみ」「社協だより」を録音し、「声の広報」として目の不自由な方にお届けしています。市・社協Ｈ
Ｐでも聞けます。依頼図書・選挙公報などの音訳もしています。

てんやく瑞浪 視覚障がい者へ情報提供のひとつとして、時刻表や依頼図書などを点字にしています。

手話サークル「あすなろ」 聴覚障がい者へコミュニケーション支援をするとともに、聴覚障がい者との交流や勉強会を行っています。

【介護保険法関係高齢者福祉施設】
団体名 活動内容

陶宅老所
「いちにのさん」

介護保険利用の方はもちろん、保険非該当の方もご利用できます。「地域で老いを支える」ため、宅老所を利
用する人も働く人も皆幸せになることが目標です。

住宅型有料老人ホーム
「笑人」

毎月行事を行い、ふれあいを大切にし笑顔に満ちた雰囲気の中、 「笑」 にこだわり、親身なサービスを心がけ
ています。

デイサービス
「うさぎの里」

日常生活動作機能維持の為、機能訓練に力を入れています。自然に囲まれた広大なテラスを歩くリハビリが
出来、レクリエーションは様々な事を楽しんでいただきます。

特別養護老人ホーム
「千寿の里」

介護が困難な要介護度３～５の方が入居する施設です。生活習慣や好みを尊重し、今までの暮らしが継続でき
るようにケアします。

特別養護老人ホーム
「みずなみ陶生苑」 一人ひとりの想いや個性を尊重し、心身ともに健やかな生活ができるように援助しています。

特別養護老人ホーム
「みずなみ瀬戸の里」

特定介護老人福祉施設。全室個室のユニット型の老人ホームです。その人らしい当たり前の生活をサポートし
ます。

【総合支援法関係障がい福祉施設】
団体名 活動内容

就労継続支援Ｂ型事業所
「ドリームプラザ」 利用者が就労をめざして生産活動を行っています。 

障害者支援施設
「サニーヒルズみずなみ」 個々の人格と個性を尊重し、利用者が安心して暮らす事ができるよう、「真心」を持って支援しています。

【福祉関係団体】
団体名 活動内容

陶技学園兄弟姉妹の会 陶技学園利用者の兄弟姉妹が、互いに助けあって問題解決に努力しています。また、関係団体と連携し障害
者理解及び福祉増進のための社会活動を行っています。

手をつなぐ育成会 特別支援教育の振興と充実を図り、将来の社会参加に対し組織的活動をし、福祉の増進に寄与することを目
的としています。

子ども発達支援センター
親の会

互いに協力し合い、広く社会に働き掛ける事で正しい理解と支援を確保しながら、子ども達の良い環境を作る
活動をしています。

人権擁護委員会 国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図ることを目的として活動していま
す。

保護司会 罪を犯して保護観察を受けることになった人の生活を見守り、相談や指導するほか、犯罪を予防する為の地域
活動にも取り組んでいます。
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【学校関係】
団体名 活動内容

東濃特別支援学校 教科の学習のほか、実生活にみられる課題を中心とした生活単元学習などを行っています。

福祉協力校 市内すべての小学校・中学校・高等学校にて、福祉の心を育むための教育及び研究活動などを実践しています。

【福祉用具貸与・販売事業所】
企業名 活動内容

福祉用具専門店
「ベターライフケア」

利用者が適切な福祉用具を用いてその心身の機能を補い、居宅において自立した日常生活を営むことができ
るよう支援することを目的として、福祉用具レンタルサービスを提供します。

【児童福祉法関係福祉施設】
施設名および活動内容

「樽上児童センター」
「土岐児童センター」
「南小田児童館」
「陶児童館」

児童健全育成事業、未就園児母子への子育て支援事業、母親クラブへの指導・援助事業等をしています。

放課後等児童
デイサービス
「スポーツ＆ファームRabbit」

広いグラウンドと豊かな環境の中で、スポーツや農業体験を中心に、のびのびと自由に遊びながら療育を行っ
ています。

【その他福祉施設】
施設名および活動内容

生きがいデイサービス
「福寿荘」 介護保険の要介護・要支援認定を受けていない方を対象に、健康維持と社会参加を目的としたデイサービス

です。様々なレクリエーションや外出などを楽しみ、元気で生きがいを持って暮らすことを支援しています。生きがいデイサービス
「桜寿荘」

障がい者デイサービス
「さくら」

障がいのある方のデイサービスです。レクリエーションや外出事業等を通じて各々が出来ることを模索し、生
活の質向上を支援しています。

【その他協賛・協力団体】

瑞浪市　・　岐阜県共同募金会瑞浪市支会
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そんな思いを一人で抱え込んではいませんか。瑞浪市内在住で16歳以上65歳未満の、自宅から
の外出機会が少ない方およびそのご家族を対象に“ふらっと”気軽に時間を過ごすことができる居場
所を提供しています。時間内であればいつでも出入りOKです。ほんのちょっとでも大丈夫です。
立ち寄ってみるところから始めてみませんか。

日にち　毎月第２・第４火曜日　　　　時　間　13：30～16：00
場　所　市民福祉センター「ハートピア」　多目的室
対　象　16歳以上65歳未満で自宅からの外出機会が少ない方、およびその家族
　　　　※高校生は対象外です。
内　容　おしゃべりやゲームなど、やってみたいことを相談しながら一緒に行います。
予　約　不要　　　　　　　　　　　　参加費　無料
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今後の状況によっては中止となる場合があります。

最近家族以外の人と
話してないなぁぁ

気分転換
してみようかな

「居場所 ふらっと」

な

このままで
　　いいのかな

「新型コロナウイルス感染症予防で気軽に外へ出られない」、「気軽に出かけ
られないことで孤独になって寂しい」、そんな声が聞かれます。
高齢者の皆様にこそ、人とコミュニケーションをとる手段の一つとして、
スマートフォンを体験いただきたく開催します。

日時と場所　①令和３年12月　9日（木）13：30～15：30　ハートピア
　　　　　　②令和３年12月21日（火）13：30～15：30　陶コミュニティ
　　　　　　③令和４年　1月12日（水）13：30～15：30　 戸コミュニティ
　　　　　　＊今年度は、３か所で開催します。
内　　　容　①スマートフォンって何だろう？　②スマートフォンを体験しましょう
　　　　　　基本操作・文字の打ち方・写真・LINEを使ったコミュニケーションなど
対　象　者　市内在住の65歳以上の方
定　　　員　10名（申込者多数の場合は、最大15名まで受け入れ可能）
申　込　方　法　瑞浪市社会福祉協議会へお電話ください。☎68-4148

シニアのための初めてのスマホ体験講座
参 加 者 募 集

ふら～っと寄ってみませんか？

参加費
無　料
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桜寿荘（土岐町）　☎　0572　―　66　―　1211
福寿荘（日吉町）　☎　0572　―　64　―　2932
寿楽荘（稲津町）　☎　0572　―　68　―　2422

お問い合わせ・申込み先

各施設では、毎月介護予防事業（健康体操、手工芸、音楽療法等）を実施しています。

元気サークル（桜寿荘）　毎月第４火曜日の午前

若葉会　　　（福寿荘）　毎月第２木曜日の午後

お達者くらぶ（寿楽荘）　毎月第３金曜日の午前

また、部屋の利用（桜寿荘、　福寿荘、　寿楽荘）、パターゴルフ（桜寿荘、　寿楽荘）、ヘルストロン
（桜寿荘）が無料でご利用いただけます。ただし冷暖房を利用する場合は使用料が必要です。

施設のご利用、介護予防事業参加には事前申し込みが必要です。
詳しくは下記施設までお尋ねください。

ヨガ 小物作りフラダンス

寿楽荘（お達者くらぶ）福寿荘（若葉会）桜寿荘（元気サークル）

老人憩いの家
老人憩いの家は、瑞浪市内在住の60才以上の高齢者の方々が健康増進、教養の向上、娯楽に役
立てていただくための施設です。市内には桜寿荘（土岐町）・福寿荘（日吉町）・寿楽荘（稲津町）
の３つの施設があります。

利用してみませんか
を
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み な ボ ラ センター

ボランティア

コーナー
No.80

いっしょに

ボランティ
アをしませ

んか

少子高齢化、生活困窮、社会的孤立等地域の中で様々な困難を抱えている人が多くいます。
誰もが安心して暮らせる社会にするために、それらの課題解決に向けて様々な分野で活躍
するボランティア・市民活動への期待が高まっているところです。そこで、各分野の課題
へ取り組む実践事例から、これからのボランティア・市民活動のあり方を考えることを目
的として９月 13 日に Web セミナーが開催されました。瑞浪市ボランティア連絡協議会
の研修として、ボランティアさんが参加しました。

今回は「子どもの支援」に関するセミナーでした。参加者からは次のような声をいただ
きました。
・子どもを支える居場所づくりが何故必要かを学ぶことができた。
・遊び・学び・暮らしをサポートすることで信頼関係ができていくことが分かった。
・受け入れられたという経験や支えられたという経験が、次は自分が支えてあげようと思う

心の基盤になることを学ぶことができた。

令和３年度
岐阜県ボランティア

Webセミナーに参加しました！

【子どもの支援】実践レポート
①「子どもの生活全体を支える　遊び・学び・暮らしのサポート」（東京都）
　　NPO 法人豊島子ども WAKUWAKU ネットワーク
　　事務局長　天野敬子氏
②「不登校等の子どもを支える居場所～ぽこ・あ・ぽこ～」
　 （長崎県）
　　NPO フリースペースふきのとう
　　理事長　山北　眞由美氏
講演

「子どもの貧困の現状と居場所づくり」
　　愛知工業大学　基礎教育センター総合教育教室　准教授　川口　洋誉氏

＜Webセミナーの内容＞
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10 月 13 日、稲津支部にて「お年寄りのふれあい広場」が開催されました。今年は新型コ
ロナウイルス感染拡大予防のため規模を縮小し、高齢者のみを対象として行われました。様々
な制限のある中工夫して、地域の絆が深まる貴重な機会となりました。

社会福祉協議会稲津支部　活動報告

問題　今年開催された福祉まつりは第何回目の福祉まつりでしょう？
♥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
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11月22日（月）消印有効
９月１日号の答え　　「さくら」
当 　 選 　 者 　飯島 舞様　　折笠 純子様　　柴田 ゆきえ様

＊当選者には景品を10月27日に発送しました。

クイズコーナー？？ ？？

名古屋ヤクルト販売(株) ………… 福祉ヤクルト売上金33,208円
瑞浪理容師組合 ………… フェイスタオルたくさん
匿名 ………………………米100kg
匿名 ………………………紙オムツ

東濃マシンツール／マツイ電機／伊藤省三㈱／㈱丸新美濃瓦／鈴木利幸／加納明美
土屋靜子／㈱高田商会／㈲イタガキ商事／今井慶治／㈱イトウ化研／昭和建物管理㈱東濃支店
麗澤瑞浪中学・高等学校／生活の木／化石博物館／ゆうき／㈱アコーディア・ゴルフ
パソコン同好会／㈱柴田土木／村瀬／㈱ツノガイ不動産／匿名１名

寄 付 金 ・ 物 品

古 切 手

（8月5日～10月11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。

名古屋ヤクルト販売㈱ 瑞浪理容師組合

やさしい健康体操 ニセ電話詐欺に遭わない為の話

令和3年11月1日	 社　協　だ　よ　り	 （9）



（10）	 社　協　だ　よ　り	 令和3年11月1日




