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№ 254 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。



第36回

みずなみ福祉まつり第36回

みずなみ福祉まつり～ 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 ~展　示

　　　　　~ 手話・点訳・音訳・手作り体験など ~体　験

10 月８日（土）第 36回福祉まつりを開催しました。当日は天候に恵まれ、多くの皆さんにご来場
いただきました。
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皆さまからいただいた「ともにん一言メッセージ＆ぬりえ」は、12 月末までハートピア１階ロビー
にて掲示します。ぜひ、見に来てくださいね。

その他にも
楽しいことが

たくさん
ありました！！
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【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	 ・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	 ・Let's		go	瑞浪
・すえふるさと福祉村	 （順不同）

【ボランティア団体】
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ＨＰでも聞けます。依頼図書・選挙公報などの音訳もします。

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。　　　

みずなみ防災会 市民の防災・減災に対する意識啓発と知識の普及啓発活動をしています。

日赤奉仕団 市内８分団が独自・合同で、施設や地域での奉仕活動や防災訓練の炊き出し訓練に参加して
います。

【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。

グループホーム
「ささゆり」

個室９室で“ゆったり、たのしく、家庭的な雰囲気の中で役割を持ち生活する、ささゆり家族”
をモットーにしています。

デイサービス
「いろはカフェ」

喫茶店の雰囲気で認知症予防の運動や体操を行い、選べる昼食を食べてゆっくりと半日過ご
していただいています。豊かな自然の中で散歩も行っています。

福寿荘デイサービスセンター 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。桜寿荘デイサービスセンター

【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。

障害者デイサービスセンター
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、生活の質の向上を支援しています。

福祉まつり 参加団体活動紹介
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【児童福祉施設】
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。

【各種団体】
団体名 活動内容

長寿クラブ連合会 老人福祉の増進に努め、郷土の発展向上に寄与貢献するとともに、会員相互の修養並びに親
睦を図ることを目的としています。

更生保護女性の会 非行や犯罪を無くし、過ちを犯した人たちの立ち直りを支援する為、犯罪防止・子育て支援・
青少年健全育成等を進めています。

全建総連瑞浪総支部 建設従事者・職人を中心に結成され、ひとり暮らし高齢者宅の家具転倒防止器具の取り付け
などの福祉にも協力しています。

シルバー人材センター 知識・経験・技能を活かして就業することにより、生きがいの充実と地域福祉の活性化に寄
与することを目的としています。

幼児園・保育園
（教育保育研究会）

市内公立８幼児園、私立こども園・保育園が、園運営の適正化、教育保育内容の充実、資質
向上をはかる事を目的として研修会等を行っています。

身体障害者福祉協会 身体障害者の全国組織の一つとして、会員の福祉と自立のための活動を目的としています。

民生委員児童委員協議会 住民個々の相談に応じ、その生活課題の解決にあたるとともに、地域全体の福祉増進のため
の活動にも取り組んでいます。

陶技学園みずなみ荘
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。

【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。

瑞浪高等学校 生活デザイン科では生活産業に関わる専門的な学習を行っています。また地域交流や瑞浪駅
への座布団寄付など地域社会に貢献する活動に取り組んでいます。

中京学院大学 経営学部・看護学部・短期大学部（保育科・健康栄養学科）の３学部からなる、東濃地区唯
一の大学です。瑞浪と中津川にキャンパスがあります。

【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
「つちや家具」

高齢になり、自宅で今までのような生活が難しくなってしまった方々の、生活環境を整備します。
安心・安全な在宅生活を送りましょう。

【その他協賛・協力団体】
瑞浪市・瑞浪市金融協会「東濃信用金庫」「十六銀行」「大垣共立銀行」「陶都信用農業協同組合」・岐阜県共同募金会瑞浪市支会
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Vol.6

北小田町の台
だん

組公民館にて毎月21日に開催さ
れているサロンです。弘法様に手を合わせ念仏を
唱えてから、おしゃべりタイムを楽しみます。新
型コロナウイルス感染症の影響で１年半ほどサロ
ンはお休み、当番制で弘法様に念仏を唱えるのみ
でしたが、今年４月からサロンを再開し、また地
区の仲間と顔を合わせるようになりました。

参加メンバーは「サロンでは人生の先輩の話を聞くことができる」「他所からお嫁にきたけれ
ど、このような集まりがあるおかげで友達ができて嬉しい」とお話ししてくださいました。サ
ロンの名称「暖

だん
」がぴったりのあたたかい雰囲気のサロンです。

明世地区、瑞浪地区にて、
ふれあいいきいきサロン代表
者会議を開催しました。近所
の人同士が顔を合わせて話せ
るサロンの良さを確認し、無
理なく続けられる工夫などを
話し合いました。

８月26日（金）、社会福祉協議会陶支部と陶幼児園の共催で「お
年寄りと子どもの夏まつり」を開催しました。「地域住民のつなが
りを絶やしたくない」「陶で育つ子に楽
しい思い出を残したい」という思いから、
コロナ禍を経て３年ぶりに開催。感染予
防のため室内のコーナーは縮小し人数制
限の対応を取りましたが、最終的に総勢
144名の参加がありました。

まつりの最後に、みんなで手紙を付け
た風船を飛ばしました。遠く中津川市や
飯田市から手紙が届いたとの連絡が入っ
ているようです。

お年寄りと子どもの夏まつり

いきいきサロン代表者会議を開催しました

「いきいきサロン 暖
だ ん

」

地域の集まりの場紹介

陶支部
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お問い合わせ、
予約等は
こちらまで

老人憩いの家をご存じですか？
「老人憩いの家」は、瑞浪市在住で60歳以上の方々が健康増進、教育の向上、娯楽などの

ために利用できる施設で、市内には寿楽荘（稲津町）、桜寿荘（土岐町）、福寿荘（日吉町）の
３館があります。

　　　　　　　部屋の利用及びパターゴルフ（寿楽荘、桜寿荘、福寿荘）
　　　　　　　ヘルストロン（桜寿荘）

　　　　　　　午前８時30分～午後５時30分

　　　　　　　無料（ただし、冷暖房の利用については、利用料が必要です。）

　　　　　　　日曜日・祝日・年末年始
※コロナ感染予防対策をとったうえで、施設内での飲食は可能です。詳細は各施設にお問い合わせください。

利用内容

利用時間

利 用 料

休 館 日

　　老人会や同窓会、ご友人とのおしゃべり会、ふれあいいきいきサロンの会場として、
ご利用ください。

　　施設のご利用には事前申し込みが必要です。

毎月、介護予防事業を実施しています。（健康体操・手芸・寄せ植えなど）

　　　寿楽荘（稲津町）　「お達者くらぶ」　　毎月第３金曜日の午前　☎68-2422

　　　桜寿荘（土岐町）　「元気サークル」　　毎月第４火曜日の午前　☎66-1211

　　　福寿荘（日吉町）　「若葉会」　　　　　毎月第２木曜日の午後　☎64-2932
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寿楽荘　お達者くらぶ
（健康講話）

桜寿荘　元気サークル
（いきいき健康体操）

福寿荘（パターゴルフ）
※10月からできるようになりました



現在、生活困窮や社会的孤立など、地域の中には様々な困難を抱
えて暮らしている方がいます。誰もが安心して暮らせる地域にする
ために、それぞれの地域の課題解決を目指したボランティア・市民
活動の取り組みが期待されています。このセミナーでは、さまざま
な分野の実践事例を通してボランティア・市民活動の推進について
学びます。興味のある方はぜひお申込みください。

＊いずれも市民福祉センター「ハートピア」にて視聴いただけます。
　　　　　 瑞浪市社会福祉協議会　☎ 0572-68-4148申　　込

60歳以上の男性向けに毎年開催しているアクティブメンズ講座。今年度は４種類の内容で５日間
実施しました。健康運動指導士さんを招いた健康運動、茨城県から来てくださったおもちゃ病院
協会の先生によるおもちゃドクター養成講座、釜戸町にある自然ふれあい館へ出かけて作ったコマ
＆竹とんぼ。体を動かすことがお好きな方、手先を使った作業がお好きな方、みなさんそれぞれ夢
中に楽しんでいらっしゃいました。

（今後、ボランティアとしてご活躍して
いただけることを願っています！）

アクティブメンズ講座を開催しました

岐阜県ボランティア・市民活動Webセミナー開催

　　　　　 12月12日（月）13：30～16：30
　　　　　 ボランティアのための傾聴
　　　　　 11月30日（水）

日　　時
内　　容
申込締切

　　　　　 11月24日（木）13：30～16：00
　　　　　 ひきこもり支援の実践事例
　　　　　 11月10日（木）

日　　時
内　　容
申込締切
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み な ボ ラ センター

ボランティア

コーナー
No.86

いっしょに

ボランティ
アをしませ

んか

健康運動 コマと竹とんぼ作りおもちゃドクターになろう



◆子どもたちに、学習や遊び活動を通じて仲間づくりの大切さを伝える。働く親を支える。

活動内容

陶寺子屋

今回はボランティア団体の
「陶寺子屋」について紹介します！

【団体プロフィール】

設　　立　令和元年７月
活 動 日　小学校の春休み・夏休み
活動場所　陶町　宝昌寺など
活動人数　17名

ボランティア紹介コーナー

◆働く親を支援することで地元の発展につなげ、
まちづくりに貢献したい。

◆子どもたちの喜ぶ顔が見られたとき。
◆人の役に立っているという心地よさを感じ

る。
◆ボランティア同士の仲間ができて良かった。
◆子どもたちと仲良くなり、街で見かけた時、

手を振ってくれてとても愛おしく思う。

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。

ボランティアとしての喜びを教えてください。

 7：30～9：30 宝昌寺にて勉強
 （移動）
10：00～ 子どもたちは陶児童館で過ごす
 （移動）
 宝昌寺にて昼食
 （移動）
13：00～ 子どもたちは陶児童館で過ごす
 （保護者迎え）
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今年は、夏休みの
イベントとして陶与
左衛門窯にて陶芸体
験を行いました。ボ
ランティアメンバー
の温かい見守りのな
か、子どもたちは作
品づくりを楽しんで
いました。

春休み・夏休みの活動



問題　陶町で春休み・夏休みに子どもと一緒に過ごし、働く親を支えているボ
ランティア団体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://ｍ-shakyo.org

応募締め切り　令和４年11月28日（月）消印有効
９月１日号の答え　　「シトラスリボンプロジェクト」
当 　 選 　 者 　西尾 美穂様　井戸 千恵子様　足立 日出子様　＊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？？ ？？

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㈱ … 福祉ヤクルト売上金 31,506円
匿名 ………………………………………… 30,000円
瑞浪理容師組合 ………… フェイスタオルたくさん
瑞浪市長寿クラブ連合会 …福祉まつりバザー売上金 7,000円

土岐共同保育所たけのこ園／桜井甲子男／㈱東濃マシンツール／Ｉ設備／丸新㈱
陶児童館利用者／桜寿荘利用者一同／麗澤瑞浪中学・高等学校／中央公民館／中京こども園
稲津幼児園／日比野美登子／瑞浪市長寿クラブ連合会／匿名３名

寄 付 金 ・ 物 品

古 切 手

（８月１日～10月11日受付分　敬称略）

⃝11月21日（月）おしゃべり
⃝12月20日（火）脳トレゲームを楽しもう
　　　13：30～15：00
　　　市民福祉センター「ハートピア」多目的室
　　　　無料　　　　　不要
※毎月20日頃に開催しています。お気軽にご参加ください。

時間
場所
参加費 申込

　　　11月26日（土）10：00～12：00
　　　市民福祉センター「ハートピア」多目的室
　　　不要
※毎月第４土曜日に開催しています。

普段から手話で会話している方、これから
習いたい方、興味ある方、どなたも歓迎です。

日時
場所
申込

介護している人同士で情報交換しませんか？ 手話を使っておしゃべりしませんか？

介護者のつどいのご案内 手話サロンのご案内

バリアフリーサロンにご参加ください
　　　令和４年12月27日（火）13：30～15：00
　　　交流会と大道芸パフォーマンス観覧
　　　瑞浪市在住で障害者手帳をお持ちの65歳未満の方とそのご家族
　　　20組（先着）　　　　　　　無料
　　　　　　　　瑞浪市社会福祉協議会　☎0572-68-4148

日時
内容
対象
定員 参加費
申込・問い合わせ

※新型コロナウイルス感染症の状況
により、中止する可能性もあります。

（10）	 社　協　だ　よ　り	 令和4年11月1日

瑞浪理容師組合名古屋ヤクルト販売㈱


