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№ 252 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。



事業報告・決算報告令和3年度

⃝支部連絡協議会
⃝福祉委員研修
⃝サロン備品貸出
⃝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紙「ひなたぼっこ」
発行

⃝生活支援コーディネーター会議

⃝介護者のつどい
⃝障がい者（手話）サロン
⃝居場所「ふらっと」
⃝第35回みずなみ福祉まつり
⃝福祉映画会「キセキの葉書」
⃝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）
⃝福祉講演会
⃝シニアのための初めてのスマホ体験講座
⃝ひとり親家庭等学習支援教室
⃝発達応援講座（バリアフリー旅行代替事業）
⃝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」

⃝ボランティア連絡協議会
⃝ボランティア団体活動紹
介パネル展示
⃝ボランティア連絡協議会
映画会
⃝親子ふくし講座
⃝手話奉仕員養成講座
⃝アクティブメンズ講座
⃝災害ボランティア入門講座
⃝音訳ボランティアスキル
アップ講座
⃝家具転倒防止器具取付支援
⃝ささエールポイント事業
⃝夏休み福祉学習講座
⃝福祉教育出前講座
⃝福祉教材の貸出
⃝福祉協力校連絡協議会

⃝社協だより発行
⃝ボランティアセンターだより「みなボラ」発行
⃝共同募金運動
⃝心配ごと相談
⃝日常生活自立支援
⃝生活福祉資金貸付
⃝生活困窮者自立支援
⃝福祉機器貸出
⃝瑞浪南部地域包括支援センター
⃝障がい者デイサービスセンター「さくら」
⃝在宅老人デイサービスセンター「桜寿荘・福寿荘」
⃝老人憩いの家「桜寿荘・福寿荘・寿楽荘」
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令和3年度 資金収支決算

支出の部合計

円
442,949,904

法人本部事業
11.10%
法人本部事業
11.10%

ボランティアセンター事業
0.74%
福祉推進事業　1.54%
共同募金事業　1.07%
生活福祉資金事業　0.09%
日常生活自立支援事業　0.41%
生活困窮者自立支援事業
1.39%

子ども発達
支援センター事業
9.03%

子ども発達
支援センター事業
9.03%

児童館・児童センター事業
10.43%
児童館・児童センター事業
10.43%

福祉センター事業　4.37%

老人憩いの家事業　2.67%

生きがい活動支援通所事業　4.79%

障がい者デイサービス事業　2.83%障がい者デイサービス事業　2.83%居宅介護支援事業　4.27%居宅介護支援事業　4.27%

訪問介護事業
7.30%
訪問介護事業
7.30%

障がい者
居宅介護事業
1.95%

地域包括
支援センター事業
7.12%

地域包括
支援センター事業
7.12%

次年度繰越金
28.90%
次年度繰越金
28.90%

収入の部合計

円
442,949,904

会費収入
1.86%

寄付金収入
0.13%

経常経費補助金収入
（共同募金含む）
6.52%

経常経費補助金収入
（共同募金含む）
6.52%

受託金収入
35.59%
受託金収入
35.59%

事業収入　0.01%
負担金収入　0.02%

介護等事業収入
18.64%
介護等事業収入
18.64%

障がい者
福祉サービス等
事業収入
7.32%

障がい者
福祉サービス等
事業収入
7.32%

その他の収入　3.55%

前年度繰越金
26.37%
前年度繰越金
26.37%

単位：円

収入の部
会費収入 8,243,500
寄付金収入 558,486
経常経費補助金収入（共同募金配分金含む） 28,875,120
受託金収入 157,644,326
事業収入 39,200
負担金収入 85,275
介護等事業収入 82,188,914
障がい者福祉サービス等事業収入 32,431,200
その他の収入 15,703,395

小　　計 326,151,016
前年度繰越金 116,798,888

合　　計 442,949,904

支出の部
法人本部事業 49,146,044
ボランティアセンター事業 3,258,182
福祉推進事業 6,800,987
共同募金事業 4,743,113
生活福祉資金事業 407,614
日常生活自立支援事業 1,814,521
生活困窮者自立支援事業 6,172,725
子ども発達支援センター事業 40,013,153
児童館・児童センター事業 46,219,725
福祉センター事業 19,361,447
老人憩いの家事業 11,814,381
生きがい活動支援通所事業 21,217,831
障がい者デイサービス事業 12,525,603
居宅介護支援事業 18,898,673
訪問介護事業 32,346,966
障がい者居宅介護事業 8,650,039
地域包括支援センター事業 31,537,274

小　　計 314,928,278
次年度繰越金 128,021,626

合　　計 442,949,904福祉講演会
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社会福祉協議会支部の活動
令和４年度の社会福祉協議会各支部の活動が始まりました。今年度福祉委員となられた
皆さまへは、総会や研修の場で社会福祉協議会長からの委嘱状をお渡ししました。
福祉委員は、日々の暮らしの中で挨拶や言葉がけを行いながら地域を見渡し、今必要な
支援等を察知して必要な機関へ橋渡しする役割を担っています。地域の皆さまと一緒にふ
れあい支えあいのまちづくりを進めていきたいですね。

福祉委員は毎月、社会福祉協議会に登録されている70歳以上
のひとり暮らし高齢者宅を、機関紙「ひなたぼっこ」をお渡しし
ながら声かけ訪問しています。該当される方で登録がまだの方は、
お住まいの地区の福祉委員または社会福祉協議会（☎68-4148）
までご連絡ください。

陶支部 福祉関係者懇談会瑞浪支部 福祉委員研修 稲津支部 総会

明世支部 総会 土岐支部 総会日吉支部 総会

大湫支部 役員会釜戸支部 総会・福祉委員研修

4.22

4.2 4.19

4.28

6.75.13

4.21

4.27
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新型コロナウイルス感染拡大防止の為、約２年サロンをお
休みしていましたが、屋外なら感染リスクも低いということ
で今年４月に開催。桜満開の山道を楽しくおしゃべりしなが
ら散策しました。メンバーの方は「近所の人でも普段はなか
なか顔を合わせることがない。サロンのおかげで顔を見るこ
とができて嬉しい」と笑顔で語っていました。

ボランティア団体「さわやか会」が運営するサロンで
す。毎月１回市民福祉センター「ハートピア」で集まり、
レクリエーションやおしゃべりを楽しんでいます。この
日は「鯉のぼり作り」を行いました。手先を使う作業は
認知症の予防にもなりますね。

マスクを着用し、窓を全開にするなど感染症対策を行いな
がら、２年以上ぶりに開催。体操のあとおしゃべりをして過
ごします。「同級生の集まりとは違い、少し年齢の離れた方
のお話を聞くことができるのも、こういった集まりの良さの
一つ。」とサロンの良さを教えてくださいました。

「西原ふれあいサロン」

「ハートピアいきいきサロン」

「大法原ふれあい会」

地域の集まりの場紹介 Vol.4

６月２日、社会福祉協議会の８支部長が地域福
祉活動について意見交換をされました。
各支部からは「高齢者を訪問してみると、人と

のおしゃべりを求めていることや、これまで出か
けて交流する場がいくつもあったことで元気な高
齢者が多かったことが分かった」等の意見が出ま
した。一方で「感染防止を考えた地域行事の中止
や縮小、会場の使用制限を踏まえると思い切った
決断もできない」と悩みの声が上がり、また、福
祉委員の選出に苦慮される地域も増えており「支
部活動のあり方や運営についても考える時期にあ
る」という意見が出ました。

支部連絡協議会が開催されました
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ひとり暮らしアンケート結果報告
瑞浪市社会福祉協議会に登録のある70歳以上のひとり暮らしの方を対象に、昨年末に
実施したアンケートの結果です。今回の集計結果を、社会福祉協議会の支え合いのまちづ
くり事業の参考にさせていただきます。

①普段ひとり暮らし生活を
　する中での困りごと

a重いものを運べない（23％）
b特になし（21％）
c人との会話が少ない
　（14％）

②新型コロナウイルスの
　影響での困りごと

a外出機会が減った（25％）
b特になし（23％）
c人との会話が減った（19％）

③新型コロナウイルスの
　影響で中止になり不便を
　感じたこと

a地域の行事（19％）
bふれあいいきいきサロン
　（13％）
c福祉サービス（デイサービス等）（3％）

④相談相手や頼りに
　している人

a別居の家族（34％）
b近所の人（21％）
c友人知人（21％）

⑤普段使われている
　連絡手段

a自宅の固定電話（48％）
b携帯電話（旧来の端末・
　ガラケー）（30％）
cスマートフォン（17％）

⑥日頃定期的に
　出かけている場

a行きつけの喫茶店（16％）
bデイサービス（12％）
c公民館等で体操の
　自主グループ

⑦【その他ご意見】
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車で買い物などに乗せて行ってくれる
人がいるので助かっています。先月か
らスマホを使い始めました。まだまだ
元気です！（90代女性・陶地区）

毎月一度の福祉委員さんとの会話。数分
ですが自分にとって大変良い時間です。

（80代男性・瑞浪地区）

ゴミ出しの時、近所の方が気軽に声を
かけて手伝ってくれます。涙が出るほ
ど嬉しいです。（80代女性・瑞浪地区）

ひとり暮らしは一日中誰とも話さない日
があるので自宅近くに気軽におしゃべり
できる場をもっと増やして欲しい。

（80代女性・土岐地区）

対象者　556名　※R3年12月時点
回答者　370名（回答率66.5％）
＜性　別＞　男性44名　　女性325名　未回答１名
＜年　齢＞　70代83名　　80代225名　　90代以上59名　　未回答３名

ご協力いただき
ありがとう

ございました！
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生きがい対応型
デイサービスセンター
お元気だけど閉じこもりがちな高齢者の方に、たくさんおしゃべりして笑って

一日を過ごしていただくデイサービスです。
※介護保険の認定を受けている方はご利用いただけません

サービス内容 	 昼食・レクリエーション・送迎・足浴（希望者）
入浴（現在は感染予防のため中止しています）

利 用 日 	 月曜日～金曜日のうち１回（祝日及び年末年始はお休み）
利 用 料 	 １回につき1,000円（昼食費含む）

桜寿荘デイサービスセンター 福寿荘デイサービスセンター
土岐町 5200　☎ 66-1211 日吉町 4116-1　☎ 64-2932

上記の	デイサービスセンター
もしくは	瑞浪市役所 高齢福祉課（☎	68-2117）

瑞浪・土岐･釜戸・稲津・陶に
お住まいの方

日吉･大湫・明世に
お住まいの方

お 問 い 合 わ せ 先

☆市内に２ヶ所あります☆

昔懐かしいカルタ遊び パズルに夢中

一日の定員が８名と少人数なので和気あいあいとしています。
年齢は80～90代の方が多く、同年代同士で話が合う！と好評です。
ひとり暮らしの方からは「家では一日誰とも話す機会がないけれど、デイサービスに来ると
たくさんおしゃべりができるので、週１回の利用が楽しみ」との声が多く聞かれます。
レクリエーションは季節の行事、体操、ゲーム、小物作りなど盛りだくさんです。
お試し利用もできます。興味のある方はお気軽にご相談ください。
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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18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。
「日常が戻りつつある中で、ボランティア連絡協議会の
皆さんの力を借りて、できるだけ明るく元気の良い活動を
していきたいと思います。よろしくお願いいたします。」
と会長の安藤さんよりご挨拶いただきました。
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。

　　　　　令和４年９月30日から令和５年３月17日までの毎週金曜日　全23回
　　　　　午前10時から11時30分（内容により時間が異なる日があります）
　　　　　市民福祉センター「ハートピア」（瑞浪市樽上町１丁目77番地）
　　　　　18歳以上の瑞浪市民　10名まで　（申込が３名未満の場合は中止します）
　　　　　無料（テキスト代3,300円はご負担ください）
　　　　　９月９日（金）までに瑞浪市社会福祉協議会へ（☎68-4148）
　　　　　全23回中19回以上（80％以上）出席された受講者には修了証を授与します。

修了された方は次のステップである基礎課程を受講することができます。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては講座を中止する可能性があります。

日　時

場　所
対象者
受講料
申込み
その他

自分に何かできることはないかな。新しいことに挑戦してみたいな。そんな思いを抱いてい
る方、いかがでしょうか。聴覚障がいのある方とのコミュニケーション手段のひとつである「手
話」を１から学ぶことができます。お申込みお待ちしています。

手話奉仕員養成講座　入門課程

受講者募集！！
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　　　　　市内在住の60歳以上の男性

　　　　　10名

　　　　　①室内用シューズ・汗拭きタオル
②汗拭きタオル
＊運動できる服装・運動シューズでお越しください。
③④プラスドライバー（小）・マイナスドライバー（小）・ニッパーまたはカッターナイフ
敷き布またはタオル、お持ちの方はハンダづけ用具一式
＊手元で細かい作業をしますので、必要な方は眼鏡をご持参ください。

⑤特に必要なものはありません
※暑い時期ですので、水分補給用の飲み物も忘れずにお持ちください。

　　　　　500円（１講座のみの参加でも全部の講座に参加しても500円です）
テキスト代1,700円（③④で使用）
＊講座の初日に集金します。

　　　　　瑞浪市社会福祉協議会へ
電　話：0572-68-4148　　FAX：0572-68-4173
メール：m-syakyo@ob2.aitai.ne.jp

対象者

定　員

持ち物

参加費

申込み

日にち 時　間 場　所 内　容 講　師

① 8月  9日（火）10：00～11：30 市民福祉センターハートピア
話題のスポーツ
ボッチャを楽しもう！

なし
（社協職員）

② 8月17日（水）13：30～15：00 市民福祉センターハートピア
運動をして
健康になろう！ 健康運動指導士

③④

8月23日（火）13：00～16：00 市民福祉センターハートピア
おもちゃの
お医者さんになろう①

日本おもちゃ
病院協会

8月24日（水）10：00～16：00 市民福祉センターハートピア
おもちゃの
お医者さんになろう②

日本おもちゃ
病院協会

⑤ 8月30日（火）13：30～15：30 瑞浪市自然ふれあい館
自然を活かした玩具作り
～竹トンボとコマ～

瑞浪市自然
ふれあい館職員

60歳以上の男性向け講座です。
今年度は、手先を使う作業や運動する内容の講座を４つ開講し
ます！
退職してご自宅にみえる方、働いているけどこの日はお休みだ！
という方、ぜひ、受講してみませんか？

アクティブメンズ講座

申込み締めきり
８月１日（月）

60歳以上の
男性向け

興味のある講座
のみの参加でも

ＯＫ！
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中学生ボランティア体験　参加者募集

学習支援教室　利用者募集

　　　　　市民福祉センター「ハートピア」　　　　　　　瑞浪市在住の中学生　　　　　　　無料場　所 対　象 参加費

ボランティア団体「ハートメール」の方と一緒に、
機関紙「ひなたぼっこ」の
紙面を作成します。
┃日　時┃
8/  9（火）10：00～11：30
8/23（火）10：00～11：30
上記２日間ともの参加が必須です。
┃定　員┃ ４名（先着順）
┃持ち物┃ 水分補給用の飲み物・筆記用具

ボランティア団体「ともしび会」の方から「音訳」
について学びます。音訳体験もできます。
※音訳とは文字や図表などの情報を音声化することです。
視覚に障がいのある方の役に立ちます。

┃日　時┃ ８/３（水）
　　　　　13：30～15：00
┃定　員┃ 10名（先着順）
┃持ち物┃ 水分補給用の飲み物
　　　　　筆記用具

教員OB、元塾講師、社会人、現役大学生、など様々な学習支援員が丁寧に学習を指導します。
学習だけでなく、休憩時間にゲームを楽しんだりもします。

昨年８月から始まった「ひとり親家庭等学習支援教室」。利用しているご家庭から好評をいただ
いています。まだ定員に余裕があります。ぜひご利用ください！

　　　　　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

　　　　　無料（テキスト等はありません。学校の宿題を持って来る児童・生徒が多いです。）
　　　　　第１～第４金曜日　18：00～ 20：00　※祝日・年末年始を除く

※時間内であれば出入りは自由です。ご家庭の都合に合わせてご利用ください。
　　　　　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。

対　象

利用料
日　時

場　所

　　　　　７月 29日（金）までに社会福祉協議会（☎ 68-4148）へ
※なるべく多くの方に体験していただくため申込は①・②のどちらかでお願いします。

申　込

　　　　　　　　　　瑞浪市役所 子育て支援課児童家庭係　☎ 0572-68-2115申込・問い合わせ先

②ひとり暮らし高齢者向け機関紙の作成①音訳体験

夏休み福祉学習講座

学習支援員さんは優しいし
休憩時間のゲームも楽しいです♪

昨年度利用者へのアンケート結果より

　 学習支援教室を利用して良かったですか？Ｑ

とても良かった
86％

まあ良かった
14%

勉強でわからないところがすぐに聞けて
わかりやすく丁寧に教えてもらえる！
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問題　学習支援教室は毎週（第１～第４）何曜日に行われているでしょう？
♥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４年７月25日（月）消印有効
５月１日号の答え　　「トイレ」
当 　 選 　 者　小栗 忍様　　正村 里美様　　奥村 ゆり子様

＊当選者には景品を６月28日に発送しました

❶７月23日（土）10：00～12：00
❷８月27日（土）10：00～12：00
　　　　市民福祉センターハートピア　多目的室
申込不要です。どなたでもお気軽にお越し
ください。
※新型コロナウイルス蔓延状況によっては
中止させていただく場合があります。

場所

❶７月20日（水）13：30～15：00 ☆要予約・定員10名
「肩こり・腰痛に効く！リラックスヨガ」
　　　　　安藤裕子先生
　　　　　ヨガマットまたはバスタオル・

水分補給用の飲み物
動きやすい服装でお越しください。

❷８月19日（金）13：30～15：00 ☆予約不要
　「おしゃべりタイム」

講　師
持ち物

手話で交流しませんか？

手話サロンのご案内
介護者のつどい でリフレッシュしましょう！

クイズコーナー？？ ？？

啓明保育園／㈲マツイデンキ／伊藤千津子／瑞浪市高齢福祉課／㈱東濃マシンツール
市原製陶㈱／㈱松野屋商店／熊谷睦子／土屋康之／中央公民館／麗澤瑞浪中学・高等学校
イタガキ商事／土屋／丸新㈱／日比野治療院／大竹滋彦／匿名３名

古 切 手

あたたかいこころ　ありがとうございました。
㈱ヨータイ様より陶児童館へ卓球台を寄贈
していただきました！
“ 一人でも多くの子どもたちが卓球に触れ
合えるように ” という「一般社団法人卓球
ジュニアサポートジャパン」の行う運動へ
協賛され、今回寄贈していただきました。

名古屋ヤクルト販売㈱様よ
り寄付金26,835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。

雨宮大介 ……………………… オムツ
匿名 …………………………… オムツ

寄 付 金 ・ 物 品

（４月１日～５月31受付分　敬称略）

楽しく卓球して
います！
ありがとうござ
いました！！
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１．受付期間　　７月４日（月）～８月５日（金）
２．試 験 日　　９月３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

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

７月４日より社会福祉協議会事務所にて配付します。
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

訪問介護員 介護福祉士の資格を有する方、又は令和５年３月31
日までに資格取得見込みの方 １名

児童館厚生員
昭和57年４月２日以降に生まれ、保育士又は幼稚園
教諭の資格を有する方、又は令和５年３月31日まで
に資格取得見込みの方

１名

令和５年４月採用
瑞浪市社会福祉協議会職員を募集します。

○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

【随時】臨時職員を募集しています。

※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
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