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※福祉教育出前講座について５ページで紹介しています。

社会福祉法人 瑞浪市社会福祉協議会
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№ 255 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。



ありが印刷㈱
板垣建設㈱瑞浪支店
医仁愛会瑞浪病院
医仁優会土屋歯科医院
㈱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
㈱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
㈲工藤葬具店
㈲トラステック
㈱与志多

柴田陶器㈱
㈱十味惣
㈱橋本組
㈱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㈱
㈱大西商店
こせき醫院
サン・ササキ佐々木九十郎
特別養護老人ホーム 千寿の里
昭和建物管理㈱東濃支社
東濃石油㈱
ナンバ㈱
パーク法律事務所
平和コーポレーション㈱
㈱東濃マシンツール
グループホームささゆり
㈱アワサカ

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
㈲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
㈲木曽ハイウェーサービス
カクカ陶料㈱
安藤設備工業㈱

瑞 浪 地 区

地区名 世帯数 会員数 加入率 金　　額
瑞　浪 ３, ３９９ ３, ３５０ ９９ ２，１０３，５００
土　岐 ２, １０１ ２, ０２９ ９７ １，５８８，０００
明　世 ５１９ ５１３ ９９ ４３２，５００
稲　津 １, ２５３ １, １９０ ９５ １，１２２，５００

陶 １, ０９８ １, ０２５ ９３ ７９８，６００
釜　戸 ８５３ ８２０ ９６ ７６１，５００
日　吉 ６７９ ６５２ ９６ ６４６，０００
大　湫 １１８ １１７ ９９ １１７，０００
合　計 １０, ０２０ ９, ６９６ ９７ ７，５６９，６００

一般会費（各世帯） ７，５６９，６００円
特別会費（事業所） ６０１，０００円
賛助会費（福祉団体） ８２，０００円

 8,252,600円　（令和4年11月10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㈱
㈱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
㈾新光自動車工業所

小木曽歯科クリニック
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
大通商事㈱

土 岐 地 区

日下部接骨院
特別養護老人ホームみずなみ陶生苑
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
エム・ジー・エフ梱包㈲
㈲竜吟サービス

釜 戸 地 区

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

㈲山カ匣鉢製造所
山十商事㈱
㈱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㈱
東濃開発㈱

㈱クラウンカントリークラブ
㈲中村電機水道
㈲藤井モータース
㈱ヤマイチ
㈱山善製陶所
喫茶・定食その

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
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
㈱ゴトウブロイラー
㈱ながしまプランニングオフィス
瑞浪陶磁器卸商業協同組合

稲 津 地 区

㈱ブリッジ
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
瑞明建設㈲

㈲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
東濃炉材㈱

明 世 地 区

中工精機㈱
㈱大地

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
㈱美濃椎茸
㈲小栗造園
㈱エム・ビー工舎

日 吉 地 区

略字説明：　㈱…株式会社、㈲…有限会社、医…医療法人、農…農事組合法人、㈾…合資会社
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　　　　　　　　　　　　　　　　　11月９日～11日の３日間
に分け、明世地区の区長会・

まちづくり推進協議会・民生委員児童委員協議会・長寿会・社会
福祉協議会明世支部の共催で明世支部福祉講演会が開催され、合
計51名の方が参加されました。第１部の瑞浪市役所生活安全課
による「詐欺撃退講座」では、東濃弁を用いたユーモア満点の寸
劇を見て詐欺の事例を学びました。第２部では介護・認知症予防
ストレッチでリフレッシュしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月17日、稲津公民館にて70歳以上のひとり
暮らし高齢者を対象とした「ひなたぼっこのつど

い」が開催されました。コロナ禍による２年間の中止を経て、今
年度の開催について各社会福祉協議会支部で検討したところ、感
染予防は必要ながら、出かけて顔を合わせてしゃべることのメ
リットが大きいとして、稲津支部が３年ぶりに開催したものです。
参加者は、多治見警察署による特殊詐欺対策を考える寸劇と講
話、千曲匠楓会による日本舞踊、あみだくじ大会を楽しみました。
時間短縮で皆さん名残惜しさも感じつつ、「また来年会いましょ
う」と笑顔で帰途につかれました。

　　　　　　　　　瑞浪市社会福祉協議会瑞浪・土岐・明世・日吉・釜戸・大湫・陶支部では、「ひ
なたぼっこのつどい」の代替事業として、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訪問し、記念品をお渡ししました。記念品を渡したのは毎月対象者を
声掛け訪問し機関紙「ひなたぼっこ」を手渡ししている顔なじみの福祉委員さん。記念品を受け取ら
れた方は「いつも近くで見守っていてもらえると思うと心強い」と笑顔で話されました。

　　　　　　　　　　　　　12月８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。福祉委員・民生委員をはじめと
した地域の福祉関係者が顔を合わせ、自分たちの暮ら
す地域について情報交換をするなかで、子どもから高
齢者まで安心して暮らし続けられる陶町を作ることを
目的に、年２回開催しています。懇談会では、「ちょっ
とずつ気にかけあうことが大事」と言った声が聞かれ
ました。

明世支部 福祉講演会

稲津支部 ひなたぼっこのつどい

歳末訪問

陶支部 懇談会

社会福祉協議会　支部活動報告

詐欺撃退講座の寸劇

日本舞踊
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稲津公民館多目的ホールで月に１回（第３土曜日・
午前9：00～11：00）開催しています。コーヒーを
飲みながら自由におしゃべりを楽しみます。対象者は
限定しておらず、協力金100円でどなたでもお気軽に
参加いただけ、トーストとお菓子も付きます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため2年間休

止していましたが、10月15日から再開されました。

地域の集まりの場紹介 Vol.7

「サロン寄ってこ」

福祉教育出前講座
福祉教育の一環として、学習のねらいや学年に合わせ、社会福祉協議会職員やボランティア
が福祉教育の出前講座を行っています。今年度もたくさんの小学校で福祉体験をしていただき
ました。

体験することで、相手の気持ちを考えて行動することやあたたかい福祉の心を学んで
いただきました。学校だけでなく、一般企業やサロンなどへも出かけていきますので
「福祉について学んでみよう」と思われたときには、社会福祉協議会へご相談ください。

【申込・問い合わせ先】瑞浪市社会福祉協議会　☎0572-68-4148

高齢者疑似体験セット

を装着して歩いたり、

箸を使用したりして、

思い通りにいかない

大変さを知りました。

手話サークル

「あすなろ」による
手話講座。

手話や指文字を
学びました。

車いす体験。段差を上るにはコツがあります。乗っている人を気遣いながら操作しました。陶小学校

稲津小学校

瑞浪小学校

明世小学校
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瑞浪市 就労準備支援

「いっぽいっぽ」
働いて
みたいけど
不安だな…

生活リズムが乱れがちで…

～歩みはじめます～

～支援の流れ＆内容（一例です）～ ～ご利用について～

〒509-6123 瑞浪市樽上町1丁目77番地
TEL：0572-68-4148　FAX：0572-68-4173　MAIL：m-syakyo@ob2.aitai.ne.jp

社会福祉法人 瑞浪市社会福祉協議会連絡
＆

問い合わせ先

① 相　談
まずはお話をきかせてください。

② 日常生活の自立サポート
生活リズムの改善、体力づくり、おしゃべりなど

③ 社会生活の自立サポート
パソコン学習、ボランティア活動、基礎学習など

④ 就労に向けたサポート
履歴書作成練習、面接練習、お仕事体験など

★対象者★
瑞浪市在住の方

※世帯収入等の要件あり

★開所日★
毎週月曜日と木曜日
※祝日、年末年始は休み

★時間★
午前の部 10：00～12：00
午後の部 13：00～15：00

 ※午前・午後通し利用も可

「生活リズムが乱れがち」「他の人とのコミュニケーションが苦手」「働いた経験が
少なく、働くことに不安がある」など、直ちに就労することが難しい方に対し、就労
に至るために必要な基礎能力を養い、就労を実現することを目的とした支援です。

（生活困窮者自立支援制度の中で提供される支援のひとつとして位置づけられています）

～ 就労準備支援とは？ ～
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児童館は０才～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、利用いただく方へ
寄り添える児童館を目指しています。

現在児童館では新型コロナウイルス感染症対策として、定員人数や利用時間を制限しながら開館を
しています。また利用時間の合間には使った物や玩具を消毒し、感染予防に努めています。
午前中の指定日には、未就園児を対象とした幼児教室（手遊びや体操など）を実施しています。土
曜日は、主に小学生を対象とした工作や遊びの体験行事を行っています。
新型コロナウイルス感染症対策をしながらのご利用にご協力をよろしくお願いします。色々な行事
を計画して待っていますので、是非遊びに来てください。

※カポエイラは格闘技と音楽、ダンスの要素が合わさった
ブラジルの伝統文化です。

市内の児童館の紹介

児童館名
（問い合わせ先）

●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

●陶児童館　☎ 65-4187

休館日
・日曜日、祝祭日
・第１、３、５月曜日
・年末年始

・日曜日、祝祭日
・第２、４土曜日
・年末年始

利用方法 ・各館で利用に関する決まり事（定員人数や利用時間）が異なります。
詳細につきましては、利用される児童館へご確認ください。

「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ろ？児童館ってどんなところ？

樽上児童センター
（みんなで卓球をしよう）

南小田児童館
（巨大ジェンガ） 土岐児童センター

（カポエイラ教室）

陶児童館
（木の実のリースづくり）
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家具転倒防止器具
取付事業を実施防火点検を実施

ボランティア連絡協議会　パネル展示

市内中学校
in

消防本部が陶地区のひ
とり暮らし高齢者を対象
として、自宅の防火点検
を実施されました。火災
警報器の設置状況や火の
元付近に危険なものがな
いか等の点検をし、住宅
火災の予防を呼びかけま
した。

全建総連さんがボランティア活動として
瑞浪地区の高齢者を対象に、大きなタンス
や食器棚などに家具転倒防止器具の取り付
けをされました。

※事前に社協職員と
取付場所の下見を
したうえで実施し
ています。

瑞浪市ボランティア連絡協議会に登録し
ているボランティア団体の活動について紹
介したパネルを市内の中学校で展示しまし
た。10月17日に瑞浪北中学校から始まっ
たパネル展示は、その後瑞浪中学校、瑞浪
南中学校、麗澤瑞浪中学校で順々に展示し、
12月中旬に市民福祉センター「ハートピ
ア」へ戻ってきました。
今回のパネル展示によって、中学生の皆

さんにボランティアについての理解を深め
ていただけたら幸いです。年齢問わずボラ
ンティアメンバーを募集している団体もあ

りますので、ボランティア活動に興味を持たれた方は瑞浪市社会福祉協議会までご連絡ください。
（電話：0572　―　68　―　4148）
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図書館ボランティア

今回はボランティア団体の
「図書館ボランティア」について紹介します！

◆本の装備　◆本の修繕　◆本棚の整理
◆絵本の読み聞かせ　◆本の宅配
◆図書館イベント　など

活動内容

※活動内容ごとにグループがあり、それぞれ活動
しています。今回は読み聞かせボランティアと、
修繕ボランティアをピックアップ❢

図書館の本の破れたページに修繕用のテープを貼ったり、特殊
な糊を塗ったりして直していきます。

修繕が必要だった本が全て綺麗になった時は達成感があります。
図書館の本が破れてしまったら、カウンターのスタッフに伝え
てください。修繕専用のテープで直すので、自分でセロテープ
などを貼らないでくださいね。
図書館の本は「みんなの本」です。大事に読んでいただけると、
とっても嬉しいです。

本の修繕ボランティア

図書館の「おはなしのじかん」や市の４ヶ月健診、市内幼児園
などで絵本や紙芝居の読み聞かせをします。

子どもたちの笑顔に喜びを感
じます。手遊びを交えて退屈
しないよう工夫しています。
子どもたちに絵本を好きに
なってもらいたいです❢

「おはなしのじかん」
に来ると、台紙にス
タンプが押せます。
スタンプを集めると
お楽しみが…☆

読み聞かせボランティア

ボランティア活動に興味を持たれた方、参加を希望される方は瑞浪市社会福祉協議会までご連絡
ください。（☎0572　―　68　―　4148）

◆ボランティアメンバーを募集しています。様々な世代の人に関わっていただきたいです。現在も10
代～80代まで幅広い年代のメンバーが活躍しています。

市民の皆さんへメッセージ

◆図書館を裏方として支えたい
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。
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【団体プロフィール】

設　　立　昭和49年
（読み聞かせボランティアが始まり）

活 動 日　活動内容ごとに異なる
活動場所　主に図書館と分室
活動人数　67名



学習支援教室学習支援教室　　学習支援員学習支援員をを募集します

介護者介護者ののつどいつどいののご案内ご案内

ひとり親家庭等の小学５年生～中学３年生を対象に学習支援教室を行
っています。現在大学生や社会人、教員OBといった方々が学習支援員と
して活動しています。利用者の増加に伴い、学習支援員を追加募集します。
小・中学生の学習のサポートや、休憩時間に一緒にゲームやおしゃべりを
していただきます。
【教室開催日時】毎週第１～第４金曜日（年末・年始除く）の18時00分～20時00分
　　　　　　　　※月１～４回の間で学習支援をお願いします。
【教室開催場所】市民福祉センター「ハートピア」　２階　会議室
【資　格　・　免　許】不問（高卒以上）
【報　　　　酬】１回（２時間）につき2,200円
【募　集　人　数】若干名
【応　募　締　切】１月27日（金）

ご自宅で介護をしている方、リフレッシュに来ませんか。参加者同士で情報交換したり、気
持ちを共有したりすることで、少しでも介護の負担を軽減できればと思います。
９月20日、桜戸美由紀さんを講師に「ハロウィンリース作り」を
行いました。参加者は思い思いにオリジナルのリースづくりに没頭し、
楽しい時間はあっという間に過ぎていきました。
10月20日には栄養士の伊東弥生さんを講師に「高齢者にもやさし
い食事の教室」を開催。手間をかけずに作れるおいしくて彩りの良い
料理を教わりました。一緒に作業をすることで、参加者同士の親睦が
より一層深まりました。

履歴書を社会福祉協議会までご提出ください（郵送可）。面談日時をこちら
から連絡いたします。
〒509-6123　瑞浪市樽上町１丁目77番地
瑞浪市社会福祉協議会　ひとり親家庭等児童学習支援教室　担当係　まで

応募方法

※経験や資格等を考慮し
選考します。

〈9／20　リース作り〉

〈10／20　食事の教室〉

●１月20日（金）おしゃべり　
●２月20日（月）排泄ケア講習会（講師：心音ケアセンター職員）
【時　間】13：30～15：00
【場　所】市民福祉センター「ハートピア」多目的室
【参加費】無料
【申　込】不要
※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があります。

今後の予定
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問題　今月号で紹介した稲津公民館で開催されているサロン（地域の集まりの場）
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
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　１月25日（水）消印有効
11月1日号の答え　　「陶寺子屋」
当　選　者　西尾 えつ子 様　　小倉 秀仁 様　　鵜飼 鈴枝 様

＊当選者には景品を12月27日に発送しました。

クイズコーナークイズコーナー？？？？ ？？？？

（10月13日～11月30日受付分　敬称略）

瑞浪高等学校 …………………………………………… 福祉まつりの売上金15,600円
瑞浪更生保護女性の会 ………………………………… 福祉まつりの売上金10,000円

昭和建物管理㈱東濃支店／㈱東濃マシンツール／三宅美和子／丸新㈱／新日本印刷㈱
瑞浪市上下水道課／麗澤瑞浪中学・高等学校／㈱ツノガイ不動産／永井たか子
瑞浪理容師組合／小倉龍枝／匿名３名

寄 付 金 ・ 物 品

古 切 手

あたたかいこころあたたかいこころ　　ありがとうございました。ありがとうございました。

〈瑞浪更生保護女性の会〉〈瑞浪高等学校〉

手話サロン　の　ご案内
日　時　１月28日（土）10：00～12：00
　　　　２月25日（土）10：00～12：00
場　所　市民福祉センター「ハートピア」多目的室
申　込　不要　　　参加費　無料

※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、興味のある方、どなたでもお
気軽にご参加ください。

手話を使っておしゃべりしませんか？
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