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　美濃加茂市社会福祉協議会では、小・中学校の児童生徒のみなさんに福祉への理解を深めてもらうため、
福祉出前講座を行っています。令和元年度は、高齢者とのコミュニケーションをテーマに寸劇を取り入れた
授業や、障がいのある方との交流会などを実施し、子どもたちが積極的に福祉について考えるきっかけとな
るような取り組みを行いました。

令和元年度活動　　　
小学校６校　中学校１校　のべ59クラス

↑障がいのある方との交流会

講座を受けた子どもたちの感想
●しょうがい者とのこう流なので、しょうがいのない人と
ちがうと思ったけど、しょうがい者の方々は、しっかり
とやれるし、とても明るくすごしていたのですごいとお
もいました。（小学校５年生）
●「なんでもかんでもやってあげることはその人のためにな
らない」という言葉がとてもしっくりときました。その人
のことをよく考え、自分の意思で決定してもらうという
ことの大切さがとてもよく分かりました。とてもおもし
ろい講座でした。（中学３年生）

「令和元年度　福祉出前講座　実施報告」

8

報  告

お知らせ

交通遺児世帯の
援護金について
　交通事故によって親等を
失い、交通遺児となられた
市内在住の義務教育終了ま
での方に対して、初年度1
回に限り援護金(交通遺児1
人当たり5万円以内)を贈り
ます。
　対象となられる方は、一
度お問い合わせください。
問合せ先：地域福祉係

●「平成30年7月豪雨災害義援金」…… 75,000円 ●「平成30年北海道胆振東部地震災害義援金」… 50,000円
●「令和元年8月豪雨災害義援金」 …… 28,792円 ●「令和元年台風第15号千葉県災害義援金」… 40,000円
●「令和元年台風第19号災害義援金」… 768,142円 ●「東日本大震災」として …………………138,439円
●「平成28年熊本地震義援金」として… 12,136円

　皆様からお寄せいただいた義援金は日本赤十字社岐阜県支部や岐阜県共同募金会を通じ、被災地へ送られます。
　社会福祉協議会では、窓口にて随時義援金の受付をしております。
　ご協力いただきました皆様に、厚く御礼申し上げます。

令和元年度　災害義援金報告

初心者向け『手話講座』を開催します！
～新年度に合わせて、新しいことを始めてみませんか？～

　手話を通じて、障がいやボランティア活動、コミュニケーショ
ンへの理解を深めませんか。手話の勉強が初めての方でも、分か
りやすくサポートする講座です。お気軽にご参加ください。講座
修了後のフォローアップもあります。
期　　間：令和2年4月21日から6月30日
　　　　　毎週火曜日開催（5月5日を除く。）全10回
時　　間：10時30分～ 12時00分　　対　　象：美濃加茂市民
受 講 料：無料　※ただしテキスト代金（990円）のみ自己負担
定　　員：20名（先着順）
申込期限：3月2日（月）～ 4月3日（金）　
申込・問合せ先：美濃加茂市社会福祉協議会  地域福祉係　
電　　話：0574-28-6111
社協窓口もしくはお電話でお申し込みください。

学習支援
教室の様子

詳しくは、6ページをご覧ください。
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会長挨拶

�報 �告 ��共同募金運動の結果をご報告します
令和元年度
赤い羽根共同募金実績   総額 6,209,090円
≪募金内訳≫

募金種別 募金額 内　容

戸別募金 4,794,800円
各世帯を対象とした募金です。一世
帯400円を目安額として、各自治会で
取り組んでいただいた募金です。

街頭募金 34,641円
10月１日に「バロー美濃加茂店」「オ
ークワ美濃加茂店」で呼びかけた募金
と托鉢で頂いた募金です。

法人募金 1,061,600円 企業や法人で取り組んでいただいた
募金です。

職域募金 271,763円 企業、団体などの職域で取り組んでい
ただいた募金です。

イベント
募 金 36,183円

ボーイスカウトの皆さんが10月25日
すこやかフェスティバル会場で呼び
かけた募金です。

個人募金 2,958円 戸別募金以外の個人からの募金です。

そ の 他 7,145円 市内各所に設置した募金箱による募
金です。

合　 計 6,209,090円

赤い羽根共同募金とは？
　戦後間もない昭和22年
に、家や家族を失ったこど
もたちのために「国民たす
けあい運動」という名前で
スタートしました。
　募金の約７割が美濃加茂
市に配分され、残りの３割
は市区町村を越えた広域で
の活動や災害時の備えのた
めなどに使われています。
　配分金は、下記事業など
令和２年度の地域福祉活動
事業に活用されます。

皆さまからいただいた募金は、
このような事業にも
使われています

（日赤奉仕団による街頭募金）

福祉教育推進

ひとり親家庭交流
子ども食堂支援

ボランティア活動支援

ふれあい・いきいきサロン
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会長挨拶

皆さまの温かいご協力ありがとうございました！
令和元年度
歳末たすけあい募金実績   総額 995,169円
≪募金内訳≫

募金種別 募金額 内　容

街頭募金 131,652円 フェスティバルなどのイベントや、スー
パー等で募金活動を行ったものです。

法人募金 20,000円 企業や法人で取り組んでいただいた募
金です。

学校募金 52,875円 学校、幼稚園で協力いただいた募金です。

職域募金 442,732円 企業、団体などの職域で取り組んでい
ただいた募金です。

イベント
募 金 128,495円

フェスティバルバザーの売上やまんま
るフェスタなどのイベント会場での募
金です。

個人募金 73,281円 個人からの募金です。

そ の 他 146,134円 市内各所に設置した募金箱による募金
です。

合　 計 995,169円

歳末たすけあい募金の使い道
【見舞金品】
◆寝たきり高齢者（65歳以上）… ………… 40名
◆認知症高齢者（65歳以上）… …………… 3名
◆重度身体障害者・児………………… 130名
◆重度知的障害者・児…………………… 29名
◆ひとり暮らし高齢者（70歳以上）… … 747名

民生委員の皆様のご協力のもと、左記の方々への友愛
訪問を行い、見舞品をお渡ししました。ご協力ありが
とうございました

【地域福祉活動費】
サロン活動への助成
◆ふれあい・いきいきサロン………… 38団体

歳末たすけあい募金とは？
　「つながり　ささえあう　
みんなの地域づくり」をス
ローガンに毎年年末に行う
募金運動で、ご協力いただ
いた募金は、新たな年を迎
えるにあたり支援を必要と
される方々へのお見舞金や、
地域福祉活動の充実、福祉
のまちづくりの推進を図る
ことに活用されています。

多くの皆様にご協力いただきました！

（たから幼稚園）

美濃加茂市健寿連合会

加茂女会

美濃加茂市赤十字奉仕団

光徳寺・小山寺

フォークダンスサークルフレッシュ

美濃加茂善意銀行
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赤い羽根共同募金にご協力いただいた団体・個人  紹介 （順不同・敬称略）

歳末たすけあい募金にご協力いただいた団体・個人  紹介 （順不同・敬称略）

あたたかいご寄付　ありがとうございますあたたかいご寄付　ありがとうございます

福祉に役立てて
●カレーハウスCoCo壱番屋美濃加茂川合店
●大沢　美智子　　　　●匿名１名

福祉に役立てて（物品）
●天野　速水　　　　　●河村　祥一
●大坪　昌彦　　　　　●おてらおやつクラブ
●林　直樹　　　　　　●匿名３名

香典の一部を
●髙橋　靖哉　　亡母　美志惠
●渡邉　かほみ　亡父　實夫

子ども食堂・おにぎりカフェ・学習支援へ
●みのかもファーマーズ倶楽部
●みのかも花づくりの会
●成松　秋吉　　　　●日比野　正人
●馬場　慶子　　　　●村瀬　弘子
●匿名８名

ひまわりの家へ
●(株)KVK　　●（株）都筑　　●匿名１名

未使用・書損じハガキ
●中島　勝己　　　　●堀部　美和

（令和元年11月15日～令和２年２月５日まで） 順不同・敬称略

深田ふれあいサロン
（太田地区）

ふれあい･いきいきサロンふれあい･いきいきサロン

　深田公民館は、公民館活動を充実するた

めに自治会によりエアコンが設置されまし

た。そして、令和元年７月から快適な空間

でサロンがスタートしました。

　１月のサロンでは、坪内流可茂坪内会の

みなさんによる津軽三味線の演奏が披露され、参加された方は、「上手でした。生の演奏が聴けて良かっ

たです。」「楽しかったし生の演奏に感激しました。また来てもらいたいです。」など大変喜ばれていました。

　その後、会話も弾む中、ボランティアさんによる手作りの昼食を美味しく頂かれました。

中国の健康体操

開催日：毎月第4月曜日13：30～ 14：30
　　　　（祝日と重なった時は第2月曜日）
場　所：総合福祉会館1階ふれあいホール
対　象：美濃加茂市内在住の60歳以上の人
内　容：練功十八法など

健康のはなし
みのさんとりんさんの会話

みの：あれ～、りんさん今日はお出かけやった？
りん：福祉会館で月に１回やっとる「中国の健康体操」に行って来たと

こやよ。
　　　激しく動くわけじゃないけど、ゆっくりした動きがいい運動になったわ。
みの：それはよかったなあ。なかなか普段の生活の中ではやらんことを

やったんやね。
りん：そんでも、準備体操みたいなのをやったんやけど、足首のちょっ

と上を持って、足をぶらぶらとゆするのができんかった…
みの：ふ～ん、足首が硬いんやろうか。
　　　そんなら、歩く時に困ったことはないかね。
りん：う～ん、そういえば、何にもないところでもよくけつまずくんやわ。
みの：つまずきやすくなる原因も、足首が硬いからかもし

れへんよ。
　　　足首が硬くなると、全身のバランスが悪くなったり、

足がむくんだり、足先が冷えたり、なんて困ること
が色々起こりやすくなるらしいよ。それには、足の
関節を回したり、ストレッチするのがいいよ。中国
の健康体操も続けやあね。

りん：うん、身体のためになるんやね、頑張ってみるわ。

聞いてちょう、見てちょう

サロン訪問記あなたの
まちにも
あなたの
まちにも

令和２年１月22日（水）深田公民館にて

※サロンについてのご相談は、
健康推進グループまでお問い
合わせください

 各地区自治会 
 太田町仏教会 
 福祉会館募金箱 
  ボーイスカウト美濃加茂第１団 
 民生児童委員協議会 
 美濃加茂市役所職員 
  共同募金会美濃加茂市支会理事 
 福祉会館内赤い羽根マッ
サージ機利用者 
 堀部　美和 
 木村　重雄 
 社会福祉協議会役職員 
 岐阜国道事務所　美濃加茂
国道維持出張所 
 可茂消防事務組合 
 ハローワーク美濃加茂職員 
 社協職員街頭募金 
  フェスティバルラジコン使用料 
 小池農園 
 (株)友進道路 
 (有)平野製作所 
 伊瀬ゴルフクラブ 
 観音寺 
 ユニバーサル製缶（株） 
 (宗)正眼寺 
 (有)ハイロード 
 マル共ホームズ(株)美濃加
茂事務所 
 マルワ(株) 
 小山寺 
 光徳寺 
 あんどう理容 

 益浩不動産 
 小原会計事務所 
 デイサービス本郷ふふ 
 (株)西田技巧 
 シェ・ドゥーヴル 
 パティオカラールーム 
 ふかがや眼科 
 (有)本多建設 
 藤不動産(株) 
 エスラインヒダ美濃加茂支店 
 (有)オフィスフジタ 
 僕のAパン　美のかも店 
 黒岩清保税理士事務所 
 加茂う 
 グレイス 
 次郎長 
 まごころ弁当  美濃太田店 
 Lucky Leaf 
 料理旅館　福美 
 加茂硝子店 
 三伸印刷 
 (株)エナ重機可茂営業所 
 (株)カミノ 
 きらら美濃加茂 
 日伯産業(株) 
 ニューパワー東海協同組合 
 グループホームぬくもりの
里かもの 
 洞泉寺 
 (株)深貝組 
 藤田久夫税理士事務所 
 SR企画 

 (株)辻工務店 
 わたなべ内科クリニック 
 御代桜醸造(株) 
 (株)小津看板 
 (株)タグチ 
 (医)録三会　太田病院 
 横幕建設(株) 
 JAめぐみの　みのかも営
農経済センター 
 (株)孝美設計 
 (医)博和会  野尻整形外科 
 (医)秀蘭会　渡辺医院 
 昇月 
 (有)ほうゆう 
 (医)清風会  林クリニック 
 (株)テクノミスギ 
 みのライス(株) 
 北川工務(株) 
 いど眼科 
 (株)大貴 
 (株)栗山組 
 (株)中部工具 
 (株)大脇商店　太田工場 
 (財)総合保健センター 
 (株)ワタケン・ホーム 
 弘明電気工業(株) 
 福井事務所 
 (株)愛和 
 禅隆寺 
 (株)福電事業 
 今井一彦司法書士事務所 
 美濃加茂福祉事業協同組合 

 カモ歯科クリニック 
 井戸新聞店 
 (株)中嶋設備 
 (株)東和製作所 
 東和組立(株) 
 中濃瓦斯(株) 
 (株)ハラ商事 
 日江井外科 
 岐阜防災(株) 
 (株)技研オガワ 
 梅村工業(株) 
 (株)ユニマットプレシャス 
 小川機工(株) 
 (株)キンジョー 
 さぐち内科 
 (有)中濃製作所 
 (有)福田塗装 
 納土内科 
 三栄精工(株) 
 中部技研(有) 
 (有)丸福紙器工業所 
 (株)新和 
 ダイヤ精密(株) 
 (有)米田住宅設備 
 (有)エムエスサービス 
 (有)八百津衛生 
 美濃加茂衛生(株) 
 (有)可茂霊柩 
 (株)新和工業 
 匿名１名 

 光徳寺・小山寺 
 美濃加茂市茶華道連盟 
 加茂女会 
 美濃加茂善意銀行 
 NPO法人虹の里 
 美濃加茂市赤十字奉仕団 
 美濃加茂市健寿連合会 

 フォークダンスサークル　
フレッシュ 
 (有)三起電気工業 
 美濃加茂少年少女合唱団 
 廿屋蛍の会 
 子どもフェスタ実行委員会 
 山仲農園 

 木澤　収平 
 たから幼稚園  
園児職員一同 
 今枝　孝之 
 髙井　光枝 
 西田　知子 
 堀部　美和 

 (株)オークワ美濃加茂店　
募金箱 
 公共施設募金箱 
 福祉会館・むくの木募金箱 
 福祉会館カプセル募金 
 フェスティバルバザー売上 
 匿名１名 
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赤い羽根共同募金にご協力いただいた団体・個人  紹介 （順不同・敬称略）

歳末たすけあい募金にご協力いただいた団体・個人  紹介 （順不同・敬称略）

あたたかいご寄付　ありがとうございますあたたかいご寄付　ありがとうございます

福祉に役立てて
●カレーハウスCoCo壱番屋美濃加茂川合店
●大沢　美智子　　　　●匿名１名

福祉に役立てて（物品）
●天野　速水　　　　　●河村　祥一
●大坪　昌彦　　　　　●おてらおやつクラブ
●林　直樹　　　　　　●匿名３名

香典の一部を
●髙橋　靖哉　　亡母　美志惠
●渡邉　かほみ　亡父　實夫

子ども食堂・おにぎりカフェ・学習支援へ
●みのかもファーマーズ倶楽部
●みのかも花づくりの会
●成松　秋吉　　　　●日比野　正人
●馬場　慶子　　　　●村瀬　弘子
●匿名８名

ひまわりの家へ
●(株)KVK　　●（株）都筑　　●匿名１名

未使用・書損じハガキ
●中島　勝己　　　　●堀部　美和

（令和元年11月15日～令和２年２月５日まで） 順不同・敬称略

深田ふれあいサロン
（太田地区）

ふれあい･いきいきサロンふれあい･いきいきサロン

　深田公民館は、公民館活動を充実するた

めに自治会によりエアコンが設置されまし

た。そして、令和元年７月から快適な空間

でサロンがスタートしました。

　１月のサロンでは、坪内流可茂坪内会の

みなさんによる津軽三味線の演奏が披露され、参加された方は、「上手でした。生の演奏が聴けて良かっ

たです。」「楽しかったし生の演奏に感激しました。また来てもらいたいです。」など大変喜ばれていました。
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ひとり暮らしで困った時、
だれに相談したらいい？

近所の喫茶店で集まろう！
おしゃべりしようよ～
→ 社会参加・介護予防

隣の家の
〇〇さんだ。
お散歩かな？
元気そう！
→ 見守り

地域のつながり（支え合い）は「住み慣れた地域で暮らすために」大切なもの

ちょっとした暮らしの困りごと、不安、心配…ありませんか？

生活支援体制整備事業は、高齢者をはじめとする市民の皆さんが、安全・安心に
住み慣れた地域で暮らすためのつながり（支え合い）を作る事業です。

　生活支援コーディネーターは「つながりのある地域づくり」を応援しています！
　地域のみんなで声をかけ合い、支え合うことができれば、小さな心配事は地域で解決がで
きます。これは、住み慣れた地域で自分らしく暮らしていくためには地域の「つながり」が大
切ということを示しています。
　「向こう三軒両隣」に代表される昔からのつながりを大切にしつつ、時代に合わせた新しい
つながりを皆さんと一緒に作っていきます。

今度の日曜、
草引きに行きますね！
→ 生活支援（清掃）

地域のつながり （支え合い）があると…

●子どもたちが安心して過ごしながら学べる場所で、一人ひとりのペースを大切にしながら、学習習慣を身
に付けてもらい、学習意欲の向上を目指します。 

●予習・復習や宿題などを、教員OBや社会人・大学生等のボランティアスタッフと一緒に勉強していきます。 
●勉強だけでなく、ボランティアや地域とのかかわりを通して社会性を学び、将来の進路選択の幅を広げら
れるようサポートします。 

生活支援体制整備事業について

課題や自主学習
の支援・進路相
談・面接練習を
行います。

月に一度、ボラ
ンティアさんと
一緒に作ったお
にぎりを囲んで
交流します。

勉強後、カード
ゲームなどで遊
びます。

仕事体験や、座禅、
陶芸教室、大学見
学、保護者同士の
交流会・研修会な
どを行っています。

高 齢 者

地域のボランティア

こ
こ
がP

OINT!

こ
こ
がP

OINT!

若い世代のご近所さん

喫茶店仲間

民生児童委員

地域のみんなに
見守られて、
心強いよ！

高 齢 者

困ったことが
あったら
相談してね

→ 声掛け・訪問

体調が悪いときの
買い物は代わりに
行くよ！連絡してね

→ 生活支援（買い物支援）

ご近所の仲間

腰が痛くて、
庭の草引きができない

ひとり暮らしだと体調が
悪いとき、買い物に行けない

仲のいい人たちと集まって
ゆっくり話がしたいなぁ

料　　金　無料
対　　象　市内在住で、市内の小中学校に就学しているひとり親家庭等の児童 
定　　員　小学生（4年生以上）15人、中学生25人｠※定員になり次第締め切らせていただきます
日程・時間　金曜日17：30－19：30 ／ 土曜日13：30－16：20（中学生対象）
　　　　　※祝日・年末年始は除く
会　　場　総合福祉会館「すこやかタウン美濃加茂」｠ 美濃加茂市新池町３丁目4番１号
☆検討中の方など、お申込み前に教室の見学もできます。ぜひお気軽にご連絡ください。

問合せ先 ：美濃加茂市社会福祉協議会　地域福祉係　0574-28-6111

学習支援教室って ?学習支援教室って ?生活支援
コーディネーター

学習支援教室に参加したきっかけは？
●「塾に行かせたいけど、塾代が大変」 
●「家だとなかなか勉強しない」 
●「親では教えられない」
●「学校の授業についていけてない」
●「いろいろな人と触れ合ってほしい」 

学習支援教室に参加してみて
●「先生と話しながら勉強するのが楽しい」 
●「いごこちがいい」 
●「面接練習をしたので自信を持って受験に臨めた」
●「一緒にご飯を食べたり、違う学校の子や大学生・
大人の人たちと話ができるようになって嬉しい」 
●「特別な体験ができる」

子どもの学習支援事業

学習支援 おにぎりカフェ

みんなでカードゲーム 体験教室・保護者交流会
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☆検討中の方など、お申込み前に教室の見学もできます。ぜひお気軽にご連絡ください。

問合せ先 ：美濃加茂市社会福祉協議会　地域福祉係　0574-28-6111

学習支援教室って ?学習支援教室って ?生活支援
コーディネーター

学習支援教室に参加したきっかけは？
●「塾に行かせたいけど、塾代が大変」 
●「家だとなかなか勉強しない」 
●「親では教えられない」
●「学校の授業についていけてない」
●「いろいろな人と触れ合ってほしい」 

学習支援教室に参加してみて
●「先生と話しながら勉強するのが楽しい」 
●「いごこちがいい」 
●「面接練習をしたので自信を持って受験に臨めた」
●「一緒にご飯を食べたり、違う学校の子や大学生・
大人の人たちと話ができるようになって嬉しい」 
●「特別な体験ができる」

子どもの学習支援事業

学習支援 おにぎりカフェ

みんなでカードゲーム 体験教室・保護者交流会
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　美濃加茂市社会福祉協議会では、小・中学校の児童生徒のみなさんに福祉への理解を深めてもらうため、
福祉出前講座を行っています。令和元年度は、高齢者とのコミュニケーションをテーマに寸劇を取り入れた
授業や、障がいのある方との交流会などを実施し、子どもたちが積極的に福祉について考えるきっかけとな
るような取り組みを行いました。

令和元年度活動　　　
小学校６校　中学校１校　のべ59クラス

↑障がいのある方との交流会

講座を受けた子どもたちの感想
●しょうがい者とのこう流なので、しょうがいのない人と
ちがうと思ったけど、しょうがい者の方々は、しっかり
とやれるし、とても明るくすごしていたのですごいとお
もいました。（小学校５年生）
●「なんでもかんでもやってあげることはその人のためにな
らない」という言葉がとてもしっくりときました。その人
のことをよく考え、自分の意思で決定してもらうという
ことの大切さがとてもよく分かりました。とてもおもし
ろい講座でした。（中学３年生）

「令和元年度　福祉出前講座　実施報告」
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報  告

お知らせ

交通遺児世帯の
援護金について
　交通事故によって親等を
失い、交通遺児となられた
市内在住の義務教育終了ま
での方に対して、初年度1
回に限り援護金(交通遺児1
人当たり5万円以内)を贈り
ます。
　対象となられる方は、一
度お問い合わせください。
問合せ先：地域福祉係

●「平成30年7月豪雨災害義援金」…… 75,000円 ●「平成30年北海道胆振東部地震災害義援金」… 50,000円
●「令和元年8月豪雨災害義援金」 …… 28,792円 ●「令和元年台風第15号千葉県災害義援金」… 40,000円
●「令和元年台風第19号災害義援金」… 768,142円 ●「東日本大震災」として …………………138,439円
●「平成28年熊本地震義援金」として… 12,136円

　皆様からお寄せいただいた義援金は日本赤十字社岐阜県支部や岐阜県共同募金会を通じ、被災地へ送られます。
　社会福祉協議会では、窓口にて随時義援金の受付をしております。
　ご協力いただきました皆様に、厚く御礼申し上げます。

令和元年度　災害義援金報告

初心者向け『手話講座』を開催します！
～新年度に合わせて、新しいことを始めてみませんか？～

　手話を通じて、障がいやボランティア活動、コミュニケーショ
ンへの理解を深めませんか。手話の勉強が初めての方でも、分か
りやすくサポートする講座です。お気軽にご参加ください。講座
修了後のフォローアップもあります。
期　　間：令和2年4月21日から6月30日
　　　　　毎週火曜日開催（5月5日を除く。）全10回
時　　間：10時30分～ 12時00分　　対　　象：美濃加茂市民
受 講 料：無料　※ただしテキスト代金（990円）のみ自己負担
定　　員：20名（先着順）
申込期限：3月2日（月）～ 4月3日（金）　
申込・問合せ先：美濃加茂市社会福祉協議会  地域福祉係　
電　　話：0574-28-6111
社協窓口もしくはお電話でお申し込みください。

学習支援
教室の様子

詳しくは、6ページをご覧ください。


