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～親子ふくし講座～
１月５日、小学生の親子を対象に「介助犬」について学ぶ講座
を開催。体験コーナーでは、落とした鍵を介助犬PR犬がくわ
えて、体験者の手のひらまで持って来てくれました！

社会福祉法人 瑞浪市社会福祉協議会
瑞浪市樽上町１丁目77番地　　電話：0572−68−4148　FAX：0572−68−4173
メール：m-syakyo@ob2.aitai.ne.jp　　ホームページ：https://m-shakyo.org
視覚障がいのある方に向け、音訳 CD（デイジー版）による「みずなみ社協」を発行しています。ご希望の方はご連絡ください。
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№ 256 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。



2月11日(土)、第57回瑞浪市社会福祉大会で、
瑞浪市の福祉推進にご尽力いただいた皆様へ、
表彰・感謝状の贈呈が行われました。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）

民生委員・児童委員功労者
　　　　西尾　善博　　　比留間　孝
　　　　稲垣　峰雄　　　鵜飼　　茂
　　　　山内　正雄　　　早瀬　克子
　　　　勝股　増夫　　　伊藤　照雄
　　　　小木曽久榮　　　小栗　好文
　　　　木村　聖可　　　小栗　智子

保護司功労者
　　　　大西由美子

高齢者福祉功労者
　　　　保母　寅夫　　　須藤八千美

戦没者遺族援護功労者
　　　　市川　銑一　　　小栗　基春

地域福祉功労者
　　　　小坂　秀哉　　　小栗　正敏

民生委員・児童委員功労者
　　　岩島　佳弘　　　度 　偉郎
　　　野上　利行　　　増尾　健二
　　　成瀬　　功　　　宮地　正治
　　　水野　宏芳　　　遠藤　将寿
　　　加納　立美　　　鈴木　清孝
　　　景山 代子　　　村瀨ちづる
　　　大竹　悦子　　　南　三枝子
　　　岩島留美子
　　　可知井陽子

保護司功労者
　　　土本　典史

高齢者福祉功労者
　　　正村　典和
　　　木村　昭彦

障害児福祉功労者
　　　伊藤　幸枝

地域福祉功労者
　　　髙木　京子　　　　長井　博之
　　　近藤　寿子　　　　梶田　靜子
　　　後藤恵美子　　　　山田　允久
　　　兼松　洋由　　　　勝股　文雄
　　　成瀬とき子　　　　川野ひと美
　　　水野　勝人　　　　小木曽博明

市 長 表 彰
社協会長表彰

第57回　瑞浪市社会福祉大会
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ボランティア活動功労者
　　　櫻井　富子　　　岩山　律子
　　　奥村　滿子　　　小澤　文子
　　　髙木みね子　　　溝口　惠子
　　　岩島たず江　　　成瀬　啓子
　　　重永　朝枝　　　奥村　伸枝
　　　棚橋久美子　　　大島　雅子
　　　木村　三幸　　　日比野由美子

社会福祉施設優良職員
　　　杉山　貴勅　　　　佐野亜沙美
　　　橋本　佳代　　　　北島　奈穂
　　　土屋　嵩登　　　　荒井　玲衣
　　　宮地　美穂　　　　鈴村　祐華
　　　東山　佳敬　　　　有安美智子
　　　大島　　恵　　　　中村佐記子

　　　　名古屋ヤクルト販売株式会社
　　　　瑞浪市政ＯＢ会
　　　　しづく会
　　　　小栗　基春
　　　　株式会社ヨータイ

　　　　小林　秋博
　　　　瑞浪市更生保護女性の会
　　　　瑞浪ダイハツ株式会社
　　　　学校法人安達学園中京高等学校
　　　　瑞浪市立釜戸小学校

社協会長感謝状

共同募金市支会長感謝状

大会宣言を採択していただきました

大会宣言
１、地域共生社会の実現
２、地域における子育て支援
３、こころがかよう地域福祉の推進
４、災害に備え、生活支援の体制整備
５、様々な福祉課題、生活課題の予防や解決
６、共同募金の推進

＊「ともに創るふれあいささえあいのまちづくり」を基本理念に、地域福祉の推進と福祉サー
ビスの充実に向けて、地域住民と協働し、上記のことに取り組むことを宣言いたします。
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令和４年度 共同募金達成額のご報告
6,471,482円（　　　　　）令和5年2月1日現在

目標額：6,679,000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。

順不同

順不同・敬称略

戸別募金　5,204,850円
瑞　　浪 1,587,050 円

土　　岐 1,043,800 円

稲　　津 735,000 円

陶 589,000 円

釜　　戸 489,400 円

日　　吉 363,600 円

明　　世 308,400 円

大　　湫 71,400 円

街頭募金　171,219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

会による街頭募金稲津町文化祭 陶町文化祭 釜戸町文化祭 日吉町文化祭

学校・幼児園・こども園募金　145,706円
土岐小学校 釜戸小学校 みどり幼児園 瑞浪幼児園 一色幼児園
桔梗幼児園 稲津幼児園 陶幼児園 竜吟幼児園 日吉幼児園
中京こども園 啓明保育園 せいわ保育園

個人・職域募金　116,794円
日比野　昭 瑞浪ダイハツ株式会社 市役所職員 社会福祉協議会職員

その他募金　198,965円
ミュージアム中仙道
フォークダンス

瑞浪市サッカー協会
（チャリティフットサル大会）

あひる学童クラブ
（保護者会 & 支援員）

地域交流センター
ときわ募金箱

民生委員児童委員協議会 オークワ瑞浪店募金箱 稲津コミュニティー募金箱 陶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 どんぐり工房募金箱
社協各施設募金箱 市民福祉センター募金箱

イベント募金　16,670円
みずなみ福祉まつり

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

愛の一円玉募金
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法人募金　　617,278円
瑞浪地区　175,500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）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 ㈲イタガキ商事 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 ㈱松野屋商店 ㈱イトウトレーディング
土岐地区　141,300円
中京学院大学（短期大学部） 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 ミツハラ防水㈲
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
稲津地区　38,700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
陶地区　70,200円
大塩歯科医院 ㈲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
釜戸地区　23,400円
東海クレー工業㈱ 日下部接骨院 真生化工㈲ 太陽フリット㈱
㈱龍森　岐阜営業所
日吉地区　29,700円

㈱早川土木 ㈱美濃椎茸 中工精機㈱ サンエッグファーム㈱　
瑞浪第２農場

明世地区　56,700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 ㈲あいケアー
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　63,778円
伊藤園（赤い羽根自動販売機）
オークワ（寄付付き商品券）

順不同・敬称略

バロー オークワ ピアゴ ゲンキー 稲津町文化祭
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　陶コミュニティーセンターで、月に２～３回月曜
午後に開催しているサロンです。編み物や縫い物で作
品づくりをしたり、花の寄せ植えをしたりしながらお
しゃべりを楽しみます。メンバーは物を作ることが好
きな70代 ~90代の女性たち。「手芸は好きだけど自
宅で一人ではなかなか取りかかれない。みんなと一緒
だと、教え合えるし楽しい。顔を見て話せるのもいい
と思う。」とサロンの良さを教えてくださいました。

地域の集まりの場紹介 Vol.8

「にこにこ会」

　１月５日、社会福祉協議会大湫支部が大湫公民館と共催で「高
齢者と子どものつどい　新春書き初め」を開催し、28名の参加
者がありました。
　「久しぶり。元気だった？」「初めまして。どこのおうちの子 ?」
など会話が弾むなか、参加者それぞれが今年1年の抱負や好きな
言葉などを書きました。

社会福祉協議会　支部活動報告

12月27日、障がいのある方とそのご家族が、コロナ禍でも気軽
に出かけ、社会交流を深められるよう、バリアフリーサロンを開
催しました。バルーンパフォーマーのエルさんにより、音楽に合
わせて次から次へとバルーンアート作りが繰り広げられ、会場に
は笑顔が溢れました。参加者も実際にバルーンを用いて犬や雪だ
るまを作ることに挑戦し、楽しい時間を過ごしました。

バリアフリーサロンを開催しました！

大湫支部

　12月６日、稲津地区にてふれあいいきいき
サロン代表者会議を開催し、社協稲津支部が支
援しているサロンの活動の様子について情報交
換しました。サロン参加者の減少や高齢化、運
転免許返納によりサロンの場へ行くのが難しく
なっているなどの課題が挙がりました。

いきいきサロン代表者会議を開催しました
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⃝年齢に比べて、体の動きがゆっくり、ぎこちない、手先が不器用など……【運動に関すること】
⃝遊びが長続きしない、じっとしていることが苦手など……【落ち着きや、集中力に関すること】
⃝周りの人とのやり取りがしにくく、一人遊びが多いなど……【コミュニケーションや集団適応に関すること】
⃝思うようにならないと癇癪を起こす、叩く、物を投げるなど……【気持ちのコントロールや行動に関すること】
⃝偏食が多い、なかなかオムツが外れないなど……【生活面に関すること】
⃝年齢に比べて、ことば掛けがわからない、ことばが少ないなど……【ことばの理解・表現に関すること】
⃝周りの人に言っていることが上手く伝わらないなど……【発音や吃音に関すること】

⃝忘れ物が多い、身の周りのことができないなど……【生活の自立に関すること】
⃝落ち着きがなく、一つのことに最後まで取り組めないなど……【集中力に関すること】
⃝友だちとうまく関われず、トラブルが起きやすいなど……【友だち関係に関すること】
⃝適切な会話や、気持ちの表現ができないなど……【ことばやコミュニケーションに関すること】
⃝自分の感情が抑えられない、乱暴なことばや態度をとるなど……【気持ちや行動に関すること】

「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。

＊相談は、事前予約制です。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。相談希望日時などをお聞きします。
（電話での相談も受け付けています。）

乳幼児

学齢児
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社会福祉協議会には、福祉施設やサロンから「楽器演奏、手品、ダンスなどを披露してくだ
さるボランティアさんに来て欲しい」という依頼が寄せられます。趣味や特技を活かして誰か
の役に立ちたい方は、ぜひ社会福祉協議会にご登録ください。個人でもグループでもご登録い
ただけます。

【問い合わせ・登録先】	瑞浪市社会福祉協議会　☎0572-68-4148

　社会福祉協議会では、既存のボランティアへのサポートとして、毎年スキルアップ講座を開催
しています。今年度は傾聴ボランティアグループの『ダンボ』さんを対象に、産業カウンセラー
である丸山悟氏を講師にお招きし、「カウンセリングにおける傾聴と傾聴ボランティアとしての知
識について」と題した講義を受けました。
　その中で「人が生きていく中で最もつらいこと、それは孤独感である。自分に関心をもってもら

えないこと」と話されたことが印象的でした。あく
までも先生の経験の中から出てきた言葉であり、「正
しいか正しくないか分かりません」と先生は話され
ましたが、話に耳を傾け相手に寄り添うダンボのみ
なさんの活動によって支えられる方は多いのではな
いでしょうか。また、ダンボのみなさん自身の学び
にもなれば幸いです。

傾聴ボランティア『ダンボ』
スキルアップ講座を開催しました！

趣味や特技を生かして
ボランティアを
してみませんか？
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訪問ボランティア

今回はボランティア団体の
「訪問ボランティア」について紹介します！

●現在メンバー募集中です。　興味を持たれた方は社会福祉協議会へご連絡ください。
　※特に土岐地区（市原・益見）にお住まいの方を募集しています。

●	70歳以上のひとり暮らしの方で社会福祉協議会に登録していない方は、お住まいの地域の福
祉委員さん、または社会福祉協議会までご連絡ください。月に１回、福祉委員さんによる見守
り訪問と、お誕生日の頃に訪問ボランティアによる訪問をさせていただきます。

<連絡先>　瑞浪市社会福祉協議会　（☎0572-68-4148）

◆社会福祉協議会に登録されている70歳以上のひとり
暮らしの方へ、誕生日プレゼントをお届けしていま
す。今年度のプレゼントは、釜戸町在住の方が1つ1
つ手で作ったハーブ入りアイピロー（目の枕）。た
だプレゼントをお届けするのではなく、お話する中
で“元気にお過ごしかしら？”“困ったことはないかし
ら？”と気に掛けることを大切にしています。

◆福祉委員さんに訪問ボランティアの活動を知っていただき、地域の見守りをしていく仲間として連
携できたらいいなと思っています。また、ボランティアメンバーのみなさんと顔を合わせて情報交
換を行い、お互いを高めて合っていきたいです。

◆ひとり暮らしの高齢者を訪問した際、お会いでき元気な顔が見えるとホッとします。
　プレゼントをお届けしたときに喜んでいただけると同時に、自分自身も元気をもらえます。
　「また1年後に会いましょう！」とお互いに来年を楽しみにしています。

活動内容

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。

どんな時にやりがいを感じますか？
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【団体プロフィール】

設 　 立　平成8年7月
活 動 日　対象者の誕生日近く
　　　　　（定例会は毎月第１木曜日）
活動場所　瑞浪市内
活動人数　18名

ボランティア紹介コーナー



12月5日、瑞浪青年会議所と瑞浪市社会福祉協議会
は「災害時における協力体制に関する協定」を締結し
ました。
また、瑞浪青年会議所の会員4名に、12月3日実施の

災害ボランティアセンター設置・運営合同訓練にもご
参加いただきました。

12月3日、市民福祉センター「ハートピア」に東濃5市（中津川市・恵那市・多治見市・土岐市・瑞浪市）
の社協職員、および各社協が災害時における協力体制に関する協定を締結している団体、県社協、行
政、瑞浪救援ボランティアが集まり、今年度2回目の「災害ボランティアセンター設置・運営合同訓練」
を行いました。
今回は瑞浪市を被災地と想定し、効果的かつ円滑に被災者支援が行われるよう、瑞浪市災害ボラン

ティアセンター設置・運営マニュアルを基に実証訓練を行い、瑞浪市社協と支援社協である他4市社
協の具体的な動きを確認しました。
ボランティア役・被災者役・災害ボランティアセンタースタッフ役に分かれて実際に有事の時に行

われるやりとりを具体的に行うことで、改善点が分かり、スムーズな連携へとつながっていくため、
今後も継続して訓練を重ねることが必要であると実感しています。

瑞浪 JCと災害に関する協定を締結

東濃５市社協　災害ボランティアセンター
設置・運営合同訓練を実施しました！

振り返りの様子備品の貸出

被災者ニーズの聞き取りボランティアの受付
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問題　今月号のボランティアコーナーで紹介された、社会福祉協議会に登録のあ
るひとり暮らし高齢者を年に１回訪問し、誕生日プレゼントを渡すボラン
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
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５年３月24日（金）消印有効
1月1日号の答え　　「サロン寄ってこ」
当　選　者　大竹茂子	様　　丹羽千代美	様　　鈴木薫	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５万円をいただ
き、お菓子の詰め合わせを購入し
ました。クリスマス会の時にサン
タさんに扮するライオンズクラブ
の方から子どもたちに渡していた
だき、子どもたちは大きなプレゼ

ント袋を両
手に抱えて
大喜びでし
た。ありが
とうござい
ました！

（12月1日～1月25日受付分　敬称略）

小栗好文	…………… 100,000円
しづく会	……………… 3,000円
瑞浪市囲碁クラブ	…… 10,000円
東美濃郵便局長会土岐部会夫人会	………… タオル・洗剤

加納明美	/	㈱東濃マシンツール	/	創作料理陸
丸新㈱	/	ゆうき	/	ビーファームアサノ	/	瑞浪ダイハツ
中京高等学校	/	木村建材㈱	/	中央公民館
東美濃郵便局長会土岐部会夫人会	/	I 設備	/	㈲ミエ鋼
ありが印刷㈱	/	麗澤瑞浪中学・高等学校	/	老健ひざし
匿名 4名

（１月号掲載追加分）　㈲ギフセラミックス

寄 付 金 ・ 物 品

古 切 手

社 協 特 別 会 費

あたたかいこころ　ありがとうございました。

左：小栗好文さん　右：社協会長

手話サロン　の　ご案内 介護者のつどい　の　ご案内
日　時�:	3月25日（土）　10:00~12:00
　　　　4月22日（土）　10:00~12:00
　　　　※毎月第4土曜日に開催しています。
　　　　※予約不要　　※参加費無料
場　所�:	市民福祉センター「ハートピア」	
　　　　多目的室
対　象�:	手話に興味のある方ならどなたでも

日　時�:	3月20日（月）　13:30~15:00
　　　　4月20日（木）　13:30~15:00
　　　　※毎月20日前後に開催しています。
内　容�:	（両日とも）おしゃべり
　　　　※予約不要　　※参加費無料
場　所�:	市民福祉センター「ハートピア」	多目的室
対　象�:	ご自宅で家族の介護をしている方
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●勤務場所
　市内2カ所（土岐町・日吉町）の「在宅老人デイサービスセンター」のいずれか

●職務内容
　送迎、昼食、入浴、レクリエーション等のサービス提供

● 勤務条件
　・雇用期間　採用日(応相談)から、当該年度末まで
　　（継続雇用あり。勤務状況、業務量等により判断し決定）
　・勤 務 日　月曜日~金曜日（8時30分~17時15分）
　　　　　　　　　※ 勤務日・勤務時間は応相談
　・賃金形態　日額7,060円~（通勤手当有）
　・加入制度　健康保険、雇用保険、労災保険

●応募条件等
　・年　　齢　65歳未満
　・学歴,経験　不問
　・資格要件　普通自動車運転免許（AT限定可）
　　　　　　　※介護職員初任者研修修了（ホームヘルパー2級）以上の
　　　　　　　　介護資格を有する方歓迎
　・選　　考　面接（相談のうえ面接日を決定します。）
　・提出書類　履歴書(写真添付)
　・申込期限　随時

【申込・問い合わせ】 瑞浪市社会福祉協議会　☎0572-68-4148
　　　　　　　　　 〒509-6123瑞浪市樽上町1丁目77番地

在宅老人デイサービスセンターは、外出機会が少なく家に閉じこもりがちな高齢者に対し、健康維
持と社会参加の場を提供することで、介護状態への進行を予防することを目的に設置された施設で
す（介護認定を受けていない自立した方を対象とする施設で、介護保険施設ではありません）

瑞浪市社会福祉協議会の
臨時職員を募集します。

在宅老人デイサービスセンター職員　若干名
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