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ありが印刷㈱
板垣建設㈱瑞浪支店
一般社団法人せいわグループ
医社団仁愛会 瑞浪病院
医仁優会 土屋歯科医院
㈱与志多
㈱井澤商店
㈱イトウ建材店
㈱イトウトレーディング
㈱オートビークル土屋
㈱三共パッケージ
㈱柴田土木
㈱髙嶋礦業社
㈱髙田商会
㈱中央ビジネス
㈱中央ミネセラム
㈱ツノガイ不動産
㈱イサジ
㈱ハクト
㈱橋本組

㈱飛竜
㈱ホンダカーズ瑞浪
㈱松野屋商店
㈱ヨータイ瑞浪工場
桐井陶器産業㈱
キリヤ商事㈱
グリーン歯科水野
合資会社大西商店
こせき醫院
サン・ササキ佐々木九十郎
福千寿会　千寿の里
昭和建物管理㈱東濃支店
東濃石油㈱
ナンバ㈱
パーク法律事務所
㈲工藤葬具店
平和コーポレーション㈱
瑞浪会計事務所
瑞浪市自家用自動車組合
瑞浪商工会議所
瑞浪精機㈱
美濃窯業㈱

ミヤケ写真館
山喜製陶㈱
㈲小田水道工業
㈲織想 イル・クオーレ
㈲加納設備
㈲木田自動車
㈲仁慶服部仁慶堂薬局
㈲瑞峰造園
㈲つちや家具
㈲ナガヤ
㈱小倉陶器
㈲トラステック

瑞 浪 地 区

地区名 世帯数 会員数 加入率 金　　額
瑞　浪 ３４２６ ３２８３ ９６ ２，０８８，０００
土　岐 ２０９４ １９７６ ９４ １，５５３，５００
明　世 ５０７ ５０６ １００ ４３５，０００
稲　津 １２５５ １２１７ ９７ １，１５９，０００
陶 １１１８ １０５０ ９４ ８３９，５００
釜　戸 ８７０ ８５４ ９８ ７８５，５００
日　吉 ６８２ ６０９ ８９ ５８９，０００
大　湫 １２１ １１９ ９８ １１９，０００
合　計 １００７３ ９６１４ ９５ ７，５６８，５００

一般会費（各世帯） ７，５６８，５００円
特別会費（事業所） ５９３，０００円
賛助会費（福祉団体） ８２，０００円

 8,243,500円　（令和3年11月30日現在）総　額

特別会費 （１口：3,000 円以上　敬称略・順不同）

一般会費 （１口：500 円）

社協会費へのご協力　ありがとうございました
瑞浪市の福祉事業推進に活用させていただきます。
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市原製陶㈱
カクカ陶料㈱
金田眼科クリニック
㈱アイシー化工
㈱アイランド ジー・アイ
㈱今井土木
㈱エムケー
㈱キマタ薬局
㈱南波鉄工所
協同組合メイト

合資会社新光自動車工業所
小木曽歯科クリニック
瑞浪レイクサイドゴルフセンター
瑞豊食品㈱
鈴一物産㈱瑞浪営業所
中京学院大学
東濃厚生病院
東濃自動車工業㈱
伸永建設㈱
丸理印刷㈱
みずなみアグリ㈱
㈱瑞浪板金

瑞浪ダイハツ㈱
ミツハラ防水㈲
㈲アオイオート
㈲伊藤製作所
㈲倉内
㈲前川新聞店
明治安田生命保険相互会社　名古屋東支社瑞浪営業所
㈲愛岐東和警備
フラワーショップアン
森本歯科医院
㈲マツイデンキ

土 岐 地 区

アンドウ美容室
塚田婦産科院
日下部接骨院
特別養護老人ホームみずなみ陶生苑

㈲ギフセラミック
真生化工㈲
釜戸興業㈱
太陽フリット㈱
藤田食用菌研究所
㈱龍森岐阜

丸昭釜戸鉱業協同組合
東海クレー工業㈱
㈱今井屋
㈲丸三工業所

釜 戸 地 区

大湫病院
農大湫機械化営農組合

㈱東濃ブロイラーセンター大 湫 地 区

大塩歯科医院
㈱キスイ工業
㈲マルモ加藤陶器
㈱ＯＴＫ
恵那陶磁器工業協同組合

恵陶原料工業協同組合
山十商事㈱
㈲山カ匣鉢製造所
㈱東濃分析センター
㈱加藤鉄工所
陶栄自動車㈱
㈱ベルキッチン

カネ伊伊藤陶器㈱
㈲中村電機水道
㈲藤井モータース
㈱ヤマイチ
㈱山善製陶所
㈲藤田建設
㈲スエ電気工事

陶 地 区

㈱瑞浪シリカ
カネ利陶料㈲
学校法人廣池学園
㈱丸新

小里消費生活協同組合
㈲奥村鉄工
㈲岩島木工
㈱鈴木石油店
特別養護老人ホーム みずなみ瀬戸の里
㈱西尾建設

介護老人保健施設ひざし
㈱深山
医光真会 なつこデンタルクリニック
医光真会 勝股医院
㈲兼義鉄工

稲 津 地 区

㈱ブリッジ
東鉄タクシー土岐瑞浪営業所
東濃中央クリニック

東濃クリニック
㈱ｄｉｉ
㈱東岐空調
瑞浪エコパック㈱
㈱野平木材

㈲中山総合保険事務所
中日グリーンサービス
㈱東濃健康生活センター

明 世 地 区

中工精機㈱
㈱日吉ハイランド

㈱大地
㈱渡辺石材
トヨタ瑞浪開発㈱
サンエッグファーム㈱瑞浪第２農場

㈱早川土木
玉田医院
㈲カテロン工業

日 吉 地 区

略字説明：　㈱…株式会社、㈲…有限会社、医…医療法人、福…社会福祉法人、農…農事組合法人
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山野内第１公民館で月２回、15年間続いています。体操の後
にお茶を飲んで気楽なおしゃべりまでがセットでしたが、新型コ
ロナウイルス感染予防のため現在は体操のみ行っています。「元
気でおろまいか」（=元気でいようね）という気持ちを持ち続け
ることが健康につながっているのかもしれません。

月１回の 100 円カフェが、新型コロナウイルス感染予防のた
め２年間の休止を経て 11月から再開されました。
この地域では、このカフェの他にふれあいいきいきサロンや食
事会等があり、月３回は新山田公民館で地域の人が顔を合わせる
交流があるそうです。

山野内「元気でおろまい会」

新山田「カフェフレンズ」

地域の集まりの場紹介 Vol.3

ふれあいいきいきサロン推進合同会議を開催しました。こ
れは区長・民生委員・福祉委員の合同会議で、「ふれあいい
きいきサロン」推進の意見交換会として毎年開催されていま
す。（※ふれあいいきいきサロンとは、地域でのつながり作
りや介護予防にもつながる集まりの場です。）
今年度は新型コロナウイルス感染予防のため密を避け、４
つの地区に分けて開催しました。コロナ禍継続中ではありま
すが、ふれあいのまちづくりに向け地域でできることについ
て意見交換が行われました。

11/30（月吉区）、12/１（山野内区）、12/２（戸狩区）
の３日に分け、明世地区区長会・社会福祉協議会明世支部・
まちづくり推進協議会・民生児童委員協議会・長寿会の共
催で、「健康教室」を開催しました。名古屋ヤクルト販売㈱
の管理栄養士さんによる腸内環境のしくみの説明や腸を鍛
える体操を行い、参加された皆さんは真剣に取り組まれて
いました。

社会福祉協議会支部の活動
瑞浪支部

明世支部
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対 象 者　瑞浪市在住の 50歳以上の男性
定　　員　10名
持 ち 物　第①回…お持ちのカメラ又はカメラ機能付きスマホ・タブレット
　　　　　第②～④回…持ち物は特にありません
申　　込　１月 28日（金）までに瑞浪市社会福祉協議会へ
　　　　　TEL：68-4148　FAX：68-4173
　　　　　メール：m-syakyo@ob2.aitai.ne.jp

※新型コロナウイルス感染症蔓延状況により、中止の可能性もあります。

アクティブメンズ講座
参加者募集！

写真屋さんに教わる写真の撮り方や災害時に役立つ手作りグッズの作り方など。
自分のためだけでなく、家族のため、地域のためにもなる男性向けの講座です。

ぜひご参加ください！

日にち 時間 場所 内容 講師

① 2/  4（金）13：30～15：00 ハートピア
多目的室

魅せる◇写真の撮り方
※初心者向け ミヤケ写真館

② 2/18（金）13：30～15：30 ハートピア
多目的室

自然を活かした玩具作り
～竹トンボとコマ～

瑞浪市
自然ふれあい館

③ 2/25（金）14：00～16：30 ハートピア
ボランティア研修室

災害ボランティア
入門講座に参加

NPO法人
「レスキューストックヤード」

④ 3/  4（金）13：30～15：00 ハートピア
多目的室

身近にある物で
防災グッズ作り みずなみ防災会

定員になり次第締め切ります。
お早目に！

参加費
無料

木工工作

（昨年の講座の様子）

炭おこし 家庭菜園
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福祉学習出前講座
11月１日に瑞浪小学校、11月15日に陶小学校で福祉学習出前講座を行いました。

社会福祉協議会職員やボランティア団体のメンバーが福祉学習の出前講座を行っています。
学校だけでなく、一般企業やサロンなどでも行いますので「福祉について学んでみよう」と思
われた際は社会福祉協議会へご相談ください。　☎0572-68-4148

市内在住で聴覚障がいのある方と手話
サークル「あすなろ」による手話の授業。
写真は指文字を教わっている様子です。

高齢者の方の見え方や聴こえ方、体の感
覚を疑似体験しました。この学習を通して
高齢者の方への理解が深まりました。

介護者のつどいに参加しませんか
10 月 20 日の介護者のつどいでは、インスト

ラクターの近藤加奈先生のご指導で、バランス
ボールを使ったストレッチや有酸素運動を行いま
した。楽しく体を動かして気分転換できました。
家族を支える介護者の方には、自分自身もいた

わっていただきたいと思います。参加者のみなさ
んは、悩みを分かち合ったり、「そういう時はこ
うするといいよ」と教え合ったりしてみえます。
ぜひリフレッシュに来てください。

日にち 時間 場所 内容

１月20日（木） 13：30～ 15：00 ハートピア おしゃべりタイム　（予約不要）

２月21日（月） 10：00～ 12：30
地域交流センター
ときわ
調理室

高齢者にもやさしい食事の作り方
（詳細はお問い合わせください　☆予約制）
瑞浪市社会福祉協議会　☎0572-68-4148

瑞浪小学校６年 陶小学校５年
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児童館は０歳～18歳未満のすべての児童を対象に、遊びを通した健全育成を目的として活動する
施設です。市内には樽上児童センター、南小田児童館、土岐児童センター、陶児童館の４つの施設が
あります。
子ども達が楽しめる遊びの提供や、子育て中の親御さんへの支援など、利用いただく方に寄り添え
る児童館を目指しています。

＊現在、新型コロナウイルス感染予防の為、利用時間を変更しています。
　又、利用人数を制限しているため、予約制にしています。詳しいことは瑞浪市社会福祉協議会の
ホームページ又は各児童館にお問い合わせください。

未就園児対象の幼児教室や、幼児園・小学生対象の工作、遊びの体験なども行っています。

市内の児童館の紹介
児童館名 休館日 開館時間

⃝樽上児童センター　☎ 68-0626
⃝南小田児童館　　　☎ 68-8611
⃝土岐児童センター　☎ 67-2338

日曜日・祝祭日
第１・３・５月曜日
年末年始

午前９時 30分～午後６時
（４月～９月）
午前９時 30分～午後５時
（10月～３月）

⃝陶児童館　　　　　☎ 65-4187 日曜日・祝祭日
第２・４土曜日
年末年始

午前９時 30分～午後６時
（通年）

陶児童館
（小麦粉スクイーズ）

土岐児童センター
（スーパーボールロケット）

南小田児童館
（アクアビーズ）

樽上児童センター
（たるリンピック）

「こんなことして遊んだよ～小学生の行事～」

児童館ってどんなとこ？
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「生活支援活動の担い手養成講座」が開催されました
10月20日、岐阜県山県市にて岐阜県社協主催の「生活支
援活動の担い手養成講座」が開催されました。瑞浪市で生活
支援ボランティア「ふくしお助け隊」のメンバーとして活躍
している井澤功蔵さんが講師としてお話しされました。「ふ
くしお助け隊」の立ち上げまでの経緯、活動内容、課題など
を詳しく説明されました。
今回の講座をきっかけに、日常生活に困っている方をお助
けするボランティア活動がさらに活発になると良いですね。

生活支援ボランティア「ふくしお助け隊」とは
高齢の方や身体が不自由でお困りの方をお助けします。
たとえば……
⃝ごみ出し　⃝布団干し、取り込み
⃝包丁研ぎ　⃝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。
【依頼方法】　瑞浪市社会福祉協議会までお電話ください。
　　　　　　☎0572-68-4148

本が好きだけど図書館まで行くことが難しい方に毎月本をお届け
します。ご希望の方は瑞浪市図書館にご相談ください。
電　話：0572-68-5529
ＦＡＸ：0572-68-0321

本の宅配サービスを受けてみませんか？
図書館

ボランティアよりお知らせ

波トタンの留め具が外れてしまった
ものを直したこともあります。
大工経験を活かしています！
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【講　師】　NPO法人　レスキューストックヤード　栗田暢之氏
【日　時】　令和４年２月 25日（金）　午後２時 00分～４時 30分
【場　所】　市民福祉センター「ハートピア」　ボランティア研修室
【対象者】　災害ボランティア活動に関心のある市民
【受講料】　無料　　【募集人数】　20名　　【申込締切】　２月 18日（金）
【申込先】　瑞浪市社会福祉協議会 下記のいずれかの方法でお申し込みください。

電話：0572-68-4148　ＦＡＸ：0572-68-4173　メール：m-syakyo@ob2.aitai.ne.jp

▪災害ボランティアセンターとは？
被災後、普段の暮らしに戻るために「被災者が必要としていること」と「被
災者を応援したいというボランティア」をつなぐ場所であり、被災者を支
援するための活動拠点です。
瑞浪市において地震・洪水などの災害により甚大な被害があり、ボラン
ティアによる支援が必要となった場合、瑞浪市社会福祉協議会が「災害ボランティアセンター」を設
置、運営します。

〈主な役割〉
❶被災者が必要としていることを把握する

❷災害ボランティアの受付

❸被災者とボランティアをつなぐ
それぞれの困りごとに合うボランティアさんをマッチング。
被災者に寄り添いながらボランティアの方が活動を行います。

これまでは県外・市外在住のボランティアを受
け入れていましたが、コロナ禍においては感染症
の予防を考慮し、広範囲でのボランティア受け入
れを見合わせる可能性があります。
そのため、市内のボランティアの方や近隣地域

住民同士の助け合いが、より一層必要となります。

災害時を想定し、また災害時にご自身に被害がなければお困りの方の支援側に
なれるよう、日頃から検温等の体調管理を心がけ、マスクや消毒液などの感染症
予防物品を備えておくと良いですね。

今回は「災害ボランティアセンター」について紹介します！
地震や大雨による土砂災害など、大きな災害が起きた時のために、市民のみなさんに「災害ボラン
ティアセンター」について知っておいていただきたいと思います。

水害が起きたときの適切な対応方法について学ぶことができます。
いざという時、命を守る行動がとれるよう備えましょう！

災害ボランティアセンター

瑞浪災害救援ボランティア
の活動紹介もあります。

参加者募集

災害ボランティア入門講座～命を守る行動と水害時の災害ボランティア活動
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10 月 30日、「瑞浪更生保護女性
の会」の会員にご協力いただき、赤
い羽根共同募金の街頭募金活動が市
内４ヶ所で行われました。多くの皆
さまから募金をいただ
き、心より感謝いたし
ます。ありがとうござ
いました。

赤い羽根共同募金、ご協力ありがとうございました！！

手話奉仕員養成講座
修了しました！
厚生労働省の手話奉仕員養成講

座カリキュラムに基づいた 47時
間の基礎課程が 10月１日に修了しました。
受講者は手話で日常会話を行うのに必要な語

ご
彙
い
及

び手話表現技術を習得しました。この講座で学んだこ
とを今後の生活にお役立ていただけたらと思います。

【日時と内容】	 ①２月１日（火）13：30～ 15：00
	 　　　　　　　　　　　　	笠原	佐知子さん（東濃基幹相談支援センター）
	 　　　　　　　　　　　　	伊藤	矛さん（先輩保護者）
	 ②３月１日（火）13：30～ 15：00
	 　　　　　　　発達障がいをめぐる世界の話
	 　　　　　　　　　　　　	関	正樹	医師（大湫病院児童精神科医）
【場　所】	 市民福祉センター「ハートピア」２階
【対象者】	 ①は市内在住で特別支援学級・特別支援学校に通

う子の家族
	 ②は定員の範囲内でテーマに関心のある市民の申

し込みも受け付けます
【定　員】	 両日とも 30名（申し込み多数の場合は先着順）
【参加費】	 無料
【申込・問合せ先】　　瑞浪市社会福祉協議会　☎ 68-4148　締切１月 24日（月）

交流会 助言者

講　演
講　師

子どもの発達に心配のある保護者の皆様。
子育ての先輩や福祉サービスに詳しい専門職と一緒に話しませんか。

発 達 応 援 講 座
参加者
募集
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問題　瑞浪市で活躍している「生活支援ボランティア」の団体名は何でしょう？
♥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
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４年１月20日（木）消印有効
11月1日号の答え　　「第35回目」
当 　 選 　 者　山崎	望	様　　安藤	良子	様　　三宅	さゆり	様

＊当選者には景品を12月24日に発送しました。

クイズコーナー？？ ？？

昨年８月から学習支援教室を行っています。勉強をするだけでなく、休憩時間に
は学習支援員さんと一緒にカードゲームなども楽しみます。

学習支援教室に参加してみませんか

【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。学校の宿題を持って来られる児童・生徒さんが多いです。）
【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・問合せ先】　瑞浪市役所	子育て支援課児童家庭係　☎0572-68-2115

（10月12日～11月25日受付分　敬称略）

匿名	 ……………………………………………………………………………… 30,000円
みずなみらい塾	……… 本『えんとつ町のプペル』５冊、DVD『えんとつ町のプペル』５枚
　　　　　　　　　　　（各児童館・児童発達支援センターへ）
匿名	 ……………………………………………………………………… 紙オムツたくさん

昭和建物管理㈱／高田商会／㈱丸新美濃瓦／みずなみ陶生苑／もとき
マツイデンキ／㈱東濃マシンツール／麗澤瑞浪中学・高等学校／匿名４名

寄 付 金 ・ 物 品

古 切 手

社協だより11/1号の古切手寄付の欄に誤りがありました。大変失礼いたしました。
誤：伊藤省三㈱	→	正：伊藤省三

あたたかいこころ　ありがとうございました。

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。
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１．受付期間　　12月20日（月）～１月28日（金）
２．試 験 日　　２月11日（金）
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

５．試験方法　　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

12月20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 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

社会福祉士 社会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

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。
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