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令和３年度の

社会福祉功労者をご紹介します
令和４年２月５日（土）に開催を予定しておりました「第56回瑞浪市社会福祉大会」については、
新型コロナウイルス感染拡大防止並びに表彰受彰者及び関係者の健康、安全を考慮し中止とさせてい
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
いては行うこととし、受彰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。瑞浪市の福
祉推進にご尽力いただき表彰を受けられた皆様は以下のとおりです。（順不同・敬称略）

【高齢者福祉功労者】２名
　　西尾　和男	 大澤　靖和

【保護司功労者】１名
　委嘱（任命）から６年以上活動。
　　日比野宏彦

【高齢者福祉功労者】３名	 【地域福祉功労者】３名
　本部役員等を通算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　千介	 	 	 　　本荘　衛
　　大内みどり	 	 	 　　伊藤　照雄
　　須藤八千美	 	 	 　　西尾　伸一

	 	 【社会福祉施設優良職員】16名
	 	 　社会福祉法人・NPO法人等の福祉施設職員として10年以上在職。
	 	 小栗　晴美	 奥村　　涼	 水野　貴司	 田口のぞみ
	 	 野々村由美子	 伊野　恭代	 井箟　早織	 西尾　友和
	 	 林　　宣匡	 水野　ユカ	 大澤　　誠	 岸本　舞子
	 	 加藤　智大	 岸　美砂子	 足立　弘子	 小間　妙子

【ボランティア活動功労者】17名	
　社会福祉活動のボランティアとして、６年以上活動。
	 小木曽　博	 佐々木早苗	 塚本　弓枝	 赤坂　一佐
	 横井美佐子	 加藤　正子	 日比野美佐子	 愛知あつ美
	 工藤　靖子	 髙見　高子	 伊藤智江子	 小木曽奈美江
	 町野うめ子	 安藤　惠子	 羽柴　恵子	 瀧　　幸子
	 稲葉　令子

【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。
　　ユニー㈱『小さな善意で大きな愛の輪運動』ピアゴ瑞浪店

瑞浪市長表彰

瑞浪市社会福祉協議会長表彰
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２月１日に発達応援講座を開催し、助言者として東濃基幹相談支援センターの笠原佐知子さんと先
輩保護者である伊藤矛

まゆみ
さんにお越しいただき、講演や相談を通じた交流を行いました。今回は新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のため、リモート参加と現地参加を併用することで人が密集することなく
行うことができました。
参加された方からは「子どもとの関わり方について悩んでいたが、アドバイスしていただいたこと
を今日から実践しようと思います」、「自分は交流会で質問をしなかったけれど、ちょうど知りたかっ
たことをお話しいただけたので参加して良かった」という声が聞かれました。

発達応援講座 交流会 を行いました

12月20日の介護者のつどいは、ナガヤ福祉用具の方
をお招きし、福祉用具に関する疑問や福祉用具をレンタ
ル・購入する際のポイントについて教えていただきまし
た。福祉用具の中にはレンタル不可のものがあることや、
レンタルと購入のそれぞれの良さなどを知ることができ、
有意義な時間を過ごすことができました。
また介護者同士で意見交流するなかで、パンツ型（テー

プ式ではない、履くタイプ）のオムツの尿の横漏れ防止
についての相談がありました。その場では解決策が出ませんでしたが、後日相談
された方にヘルパー職員からのアドバイスをお伝えしました。
参加者の中には「こんな便利なものがあったよ！」と紹介してくださる方もいて、
新しいアイディアを広め合っています。

 介護者のつどいに参加しませんか？ 

渡邉前会長が岐阜県社会福祉
協議会会長表彰を受彰

次　回
【日　時】３月18日（金）　13：30~15：00（おしゃべりタイム）
【場　所】市民福祉センター「ハートピア」多目的室
【参加費】無料　【予約】不要　飲み物は各自でご持参ください。

平成25年から７年あまりにわたり瑞浪市社会福祉協議
会会長を務められた渡邉勝利さんが、長年の功績に対し岐
阜県社会福祉協議会会長表彰を受彰されました。
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令和３年度 共同募金達成額のご報告
6,571,485円（　　　　　）令和4年2月1日現在

目標額：6,703,000円

自 分 の
ま ち を
よくする
し く み

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
などに役立てさせていただいています。あたたかい
こころ、ありがとうございました。

戸別募金　5,175,050円
瑞　　浪 1,557,550円
土　　岐 1,033,500円
稲　津 734,400円
陶 606,600円

釜　　戸 508,600円
日　　吉 357,000円
明　　世 305,400円
大　　湫 72,000円

街頭募金　231,356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 中京高等学校生徒

会による街頭募金

学校・幼児園募金　159,614円
土岐小学校 釜戸小学校 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

個人・職域募金　120,108円
㈲木田自動車 瑞浪ダイハツ販売株式会社 市役所職員 社会福祉協議会職員

その他募金　195,101円
民生委員児童委員協議会 瑞浪市囲碁クラブ あひる学童クラブ保護者会 瑞浪商工会議所
中仙道ミュージアムフォークダンス オークワ瑞浪店募金箱 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 釜戸コミュニティー募金箱 稲津コミュニティー募金箱 日吉コミュニティー募金箱
ドリームプラザ募金箱 陶技学園みずなみ荘募金箱 サニーヒルズみずなみ募金箱 地域交流センターときわ募金箱

イベント募金　5,019円
みずなみ福祉まつり

順不同

順不同・敬称略

順不同・敬称略

順不同・敬称略

順不同・敬称略

中京高等学校	街頭募金

釜戸小学校

１円玉募金
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法人募金　　685,237円
瑞浪地区　170,100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㈱ （医）社団仁愛会	瑞浪病院 瑞浪会計事務所
瑞浪精機㈱ 板垣建設㈱瑞浪支店 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	

㈲工藤葬具店 こせき醫院
土岐地区　155,700円
㈱アイランド	ジー・アイ 伸永建設㈱ ㈱瑞浪板金 瑞浪ダイハツ㈱
㈲前川新聞店 司法書士法人たなか事務所 ㈱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㈲ 中京学院大学（短期大学部）
稲津地区　47,700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
㈱ながしまプランニングオフィス
陶地区　90,000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㈱
釜戸地区　51,300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㈲ 太陽フリット㈱
日吉地区　47,700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　38,700円
㈱野平木材 東濃クリニック ㈲加納設備 ㈲中山総合保険事務所
㈱DII ㈱東岐空調
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　66,037円
伊藤園（赤い羽根自動販売機）

順不同・敬称略

バロー瑞浪中央店ピアゴ瑞浪店オークワ瑞浪店 ゲンキー
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12月９日、12月21日、１月12日に市内３ヶ所でシニア向けスマホ
講座を開催し、合計27名の方に参加していただきました。慣れないスマ
ホの操作に戸惑いながらも、皆さん真剣に話を聞いて学ばれていました。
参加された方からは「とても丁寧に教えてもらえて良かった」という声
が多く聞かれました。コロナ禍では直接会って交流することが難しい
ですが、新しいコミュニケーション方法の一つとして、スマホを活用する
ことで孤独にならず、生活に潤いをもたらすことができたらと思います。

シニアのための初めてのスマホ体験講座
たくさんのご参加ありがとうございました！

社会福祉協議会　支部活動報告
社会福祉協議会各支部（瑞浪・土岐・明世・日吉・釜戸・大湫・稲津・陶）は、社会福祉協
議会に登録されている70歳以上のひとりぐらし高齢者宅を年末に訪問し、記念品をお渡ししま
した。顔なじみの福祉委員さんから記念品を受け取られた方からは「いつも気にかけてもらっ
て心強いです。ありがとう。」との言葉をいただきました。
昨年度に引き続き今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止の為、70歳以上のひとり暮らし
高齢者が支部ごとに顔を合わせて交流する「ひなたぼっこのつどい」は中止となりました。そ
の代替事業として行ったものです。気兼ねなく「ひなたぼっこのつどい」が開催できる日が早
く訪れますようにと願うばかりです。

12月11日社会福祉協議会陶支部が福祉関係者懇談会を開催し
ました。地区社協活動の先進地である各務原市八木山地区社協の
清水孝子さんを講師に迎え、拠点づくりやささえあい活動の事例
を学んだうえで、福祉委員と民生委員が10グループに分かれて、
陶地区の情報交換と今後の活動について意見交換をしました。

歳末訪問

陶支部懇談会

12月27日、日本介助犬協会の方を講師としてお招きし、小学生
の親子を対象に介助犬について学ぶ講座を開催しました。介助犬が
実際に人の手助けをする様子を間近で見たり、介助犬に関するクイ
ズに挑戦するなど、親子で楽しく学ぶことができました。

親子ふくし講座
介助犬について学びました！
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⃝手先が不器用など運動に関すること
⃝気持ちのコントロールや行動に関すること
⃝ことばの理解・表現に関すること
⃝コミュニケーションに関すること
⃝落ち着きや集中力に関すること
⃝場面適応に関すること
⃝発音や吃音に関すること
⃝生活面に関すること

「相談室」のご案内
瑞浪市子ども発達支援センターぽけっと

瑞浪市子ども発達支援センターぽけっと「相談室」
	 住所	：	瑞浪市寺河戸町 1149-1（瑞浪駅裏）
	 電話	：	0572-44-8177
	 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

当センター相談室では、０～18歳までの子どもさんの
発達に関する相談を行っています

子どもさんの発達で、「ちょっと気になる…」と心配になっていることはありませんか？お家の方だ
けで心配を抱え込まず、お子さんに合った接し方を一緒に考えていきましょう。当センターでは、い
ろいろな相談を受け付けています。

⃝生活の自立に関すること
⃝作業や学習の集中に関すること
⃝友だち関係に関すること
⃝会話やコミュニケーションに関すること
⃝情緒面に関すること
⃝家庭での接し方に関すること
⃝集団適応に関すること

＊相談は、個別に対応させていただきます。
＊必要に応じて、他の機関への紹介も行います。
まずはお電話を下さい。相談日時などを調整させていただきます。
（電話での相談も受け付けています。）
＊当センターの相談や通所を終了された方も、心配があれば是非ご相談下さい。

学齢児乳幼児
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12月９日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されました。
今回は一般社団法人日本傾聴能力協会の岩松正史氏による「ボランティアに必要な傾聴方法」につ
いての講義でした。参加者からは次のような感想をいただきました。
・感じたままの自分の気持ちを持ちながら傾聴するのは悪いこと
ではない、との話を聞き、気持ちが楽になりました。
・新しい視点での傾聴の話が聴けて良かったです。
・傾聴ボランティアとしての活動以外でも普段から「傾聴」を生
かしたい。

瑞浪市防災リーダー養成講座のカリキュラムの１つである
【自分の地域は自分で守る】をテーマにした講義の中で、瑞浪
市災害ボランティアセンターの活動を紹介しました。
災害ボランティアセンターは被災者とボランティアをつなぐ
場ですが、コロナ禍においては広域でボランティア募集ができ
ないため、瑞浪市民の方に知っていただくことでいざという時
の被災者支援に参加していただけたらと考えています。

12月18日防災会のメンバーによる「家具転倒防止器具」の取り付けが
無償で行われました。今回の取り付け対象は陶地区の独居の高齢者で、希
望された４名の自宅に取り付けていただきまし
た。当日は雪の舞う大変寒い日でしたが、防災会
のメンバーは手際よく取り付けられていました。
日本列島はいつ大地震が起こってもおかしく
ない、と言われています。備えあれば憂いなし
です。防災会の皆さん、ありがとうございました。

岐阜県ボランティア Web セミナー 受講報告

防災会による「家具転倒防止器具」取付

瑞浪市防災リーダー養成講座で
瑞浪市災害ボランティアセンターを紹介しました
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◆通学路清掃
◆公園清掃
◆神社仏閣の清掃

活動内容

◆活動場所がきれいになっていくと、自分の心がスッキリします。何よりも子どもたちが安全で
きれいな通学路を通って学校に行けることにやりがいを感じます。
◆一緒に活動する子ども達から「きれいになったね！」と笑顔が出る瞬間も喜びの一つです。

どんな時にやりがいを感じますか？

◆地域の美化と子ども達の安全を守ること
◆地域の美化を通して子ども達の健全育成を支えること
◆地域や自然を愛する心が育つこと

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。

L
レ ッ ツ

et’s G
ゴ ー

o 瑞浪

今回は昨年12月に新しくボランティア連絡協議会に
加盟登録されたボランティア団体の

「L
レ ッ ツ
et’s G

ゴ ー
o 瑞浪」について紹介します！

【団体プロフィール】

設　　立　令和２年10月
活 動 日　月１回土曜か日曜のどちらか
活動場所　瑞浪市内
活動人数　16名（小学１年生～60代）

ボランティア紹介コーナー

メンバー間の交流を深めるため、
そして自然を感じるためにジャガイ
モ掘りや里芋掘りなども行います。
年齢層は広いですが和気あいあい
とボランティア活動を楽しんでいます。
現在メンバー募集中です。（小学
生以下の方は親子で一緒に活動しま
しょう。）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）

令和4年3月1日	 社　協　だ　よ　り	 （9）



日　時　３月26日（土）　10：00～12：00
４月23日（土）　10：00～12：00
※毎月第４土曜日に行っています。

場　所　市民福祉センター「ハートピア」多目的室

※新型コロナウイルス蔓延状況によっては開催を中止させていただく場合があります。

普段から手話で会話している方、これから習いたい方、
興味のある方はどなたでも歓迎です。お気軽にお越しください。

小栗基春	… 100,000円
しづく会	…… 	4,432円
東美濃郵便局長会
土岐部会夫人会
　	…… フェイスタオル・洗濯洗剤・食器洗剤
匿名	……………… トイレットペーパー１箱
匿名	……………… 紙オムツ・口腔ケア用品
匿名２名	…………………………… 紙オムツ
匿名	…………………………………… タオル

丸新㈱／早瀬君子／㈱東濃マシンツール／㈲ミエ鋼／ＪＰ労働組合／㈱イトウ化研
土屋靜子／東美濃郵便局長会土岐部会夫人会／㈱キマタ薬局／創作料理陸
瑞浪ダイハツ㈱／ I 設備／桜井甲子男／麗澤瑞浪中学高等学校／介護老人保健施設ひざし
木田自動車／おむすびの会／石王明／田原星空／匿名７名

寄 付 金 ・ 物 品

古 切 手

（12月1日～2月2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　瑞浪市子ども発達支援センターぽけっと「相談室」では０歳～何歳までの
子どもさんの発達に関する相談を行っているでしょう？

♥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３月25日（金）消印有効
１月１日号の答え　　「ふくしお助け隊」
当 　 選 　 者　足立	龍児	様　　中川	麻衣	様　　森本	千代子	様

＊当選者には景品を２月24日に発送しました。

クイズコーナー？？ ？？

瑞浪ライオンズクラブより「ぽけっと親の会」に寄
付していただいた５万円でお菓子の詰め合わせを
購入させていただきました。クリスマス会でサンタ
クロースに扮したライオンズクラブ幹事さんより
子ども達にお菓子を手渡ししていただき、子ども
たちも大喜びでした。ありがとうございました！

手話サロンに参加しませんか？

（10）	 社　協　だ　よ　り	 令和4年3月1日


