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手話講座を開催しました

手話を通して、コミュニケーションについて学んでいただきました。
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令和
２年度

美濃加茂市社会福祉大会

社会福祉の発展に尽力または功績のあった方々に、表彰状や感謝状を贈呈しました。
今年度は新型コロナウイルス感染防止のため、例年より規模を縮小して開催しました。

美濃加茂市社会福祉協議会 会長表彰

（順不同・敬称略）

社会福祉団体役職員（１名）
◦安江

勝

ボランティア団体（４団体）
◦信友仲良しふれあいクラブ
◦椋バイオリンクラブ
◦くれっしぇんど
◦琴城流大正琴 水月会

ボランティア（18名）
◦板津多津子
（加茂地区更生保護女性会）
◦山田 光子
（加茂地区更生保護女性会）
◦渡辺 秀子
（深渡いきいきサロン）
◦渡邉 逸子
（深渡いきいきサロン）
◦玉木 優子
（深渡いきいきサロン）
◦渡辺弥生子
（深渡いきいきサロン）
◦寺澤紀代子
（喜多一クラブ）
◦渡邉 孝子
（みのかも花づくりの会）
◦浜田 篤子
（みのかも花づくりの会）

◦髙橋 君子
（三和中央いきいきサロン）
◦朝日冨美江
（三和中央いきいきサロン）
◦酒向 純子
（三和中央いきいきサロン）
◦酒向 美紀
（三和中央いきいきサロン）
◦酒向 幸男
（三和中央いきいきサロン）
◦酒向 玲子
（三和中央いきいきサロン）
◦朝日ミサエ
（三和中央いきいきサロン）
◦酒向 克子
（三和中央いきいきサロン）
◦中田 光子

社会福祉施設職員（２名）
◦河合

倫代
（森山学園）

◦松田

初代
（加茂学園）

善行・篤行者（１名）
◦野村

寿彦

美濃加茂市社会福祉協議会 感謝状
社会福祉協議会 特別会員40年（４法人）
◦美濃加茂商工会議所
◦則竹石油株式会社

◦まるも歯科
◦有限会社技建竹内
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社会福祉協議会 特別会員30年（６法人）
◦有限会社石田金物店
◦吉田建設株式会社美濃加茂支店
◦有限会社永田印刷

◦村田ツール株式会社
◦株式会社葵商店
◦株式会社ディーワン

社会福祉協議会 特別会員20年（３法人）
◦医療法人清風会林クリニック
◦有限会社花結

◦有限会社可茂霊柩

社会福祉協議会 特別会員10年（３法人）
◦濃尾電機株式会社
◦株式会社ナイスワーク

◦合資会社イング

高額寄付者【10万円以上寄付】
（１団体１名）
◦美濃加茂市社会福祉協力会

◦大沢美智子

社会福祉協議会 退任理事（３名）
◦木澤

收平

◦柴田

芳樹

共同募金会美濃加茂市支会

◦井上

正秋

感謝状

共同募金にご協力いただいた方々（６法人14団体２名）
◦たから幼稚園 園児職員一同
◦ボーイスカウト美濃加茂第１団
◦三和町廿屋蛍の会
◦美濃加茂市赤十字奉仕団
◦美濃加茂善意銀行
◦美濃加茂市茶華道連盟
◦山仲農園
◦美濃加茂少年少女合唱団

◦加茂女会
◦まごころ弁当美濃太田店
◦シェ・ドゥーヴル
◦ふかがや眼科
◦有限会社三起電気工業
◦ダイヤ精密株式会社
◦木澤 收平
◦髙井 光枝

社協特別会員の紹介（順不同・敬称略）
◦寿美工業株式会社岐阜営業所
◦高木製菓株式会社
◦中部電力パワーグリッド株式会社加茂営業所
◦有限会社エムエスサービス
◦有限会社渡辺サービス整備工場
◦株式会社ヤマグチ
◦有限会社クマシロエイム
◦福地誉
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◦上古井中組健寿会
◦上古井下組健寿会
◦古井川合西健寿会
◦加茂野鷹之巣健寿会
◦三和川浦健寿会
◦下米田牧野健寿会

令和2年8月21日～11月4日分

◦東濃信用金庫古井支店
◦有限会社若宮倉庫
◦有限会社ヤマダ技研
◦長江歯科医院
◦宗教法人荒薙教
◦学校法人正眼短期大学
◦藤不動産株式会社
会費にご協力ありがとうございました。
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１７ 令和2年度 ひとり親家庭交流会

１０/

「秋の水辺で遊ぼう！ カヌー体験」

（土）

川面をスイスイ

川合町にある「箱井の清水」で、小学4年生から6年生のひとり親家
庭の親子12名がカヌーを体験しました。
子どもたちは、恐る恐る川面に出るとゆっくりと漕ぎ始めました
が、慣れてくると見事なパドルさばきをみせてくれました。
カヌーの後は、ファイヤースターターを使って火おこしを体験。
お母さんたちはカヌー体験を待っている間に人肌でパン生地を温め、
子どもたちはそのパン生地を棒に巻きつけてツイストパンを焼いたり、
焼いたマシュマロをチョコビスケットにはさんだスモアを作りました。
参加した子どもたちからは、「カヌーに乗るのは最初怖かったけ
ど、楽しかった」
「火がついたときは嬉しかった」「またやりたい」

麻ひも切り
チャレンジ

という感想が寄せられました。保護者からは、「子どもにはいろい
ろな体験をさせてあげたいけど、なかなか機会が持てない現状です。
貴重な体験をさせていただきました」「皆さんが常にあたたかい目
で子どもたちを見守ってくださり安心できました。また、自然に親
しむことによって五感を大切にしてくださいというお話も心に残り
ました」
などのご意見をいただきました。
この事業は、川合まちづくりの会、美濃加茂市カヌー協会、美濃
加茂市ボート協会、美濃加茂ロータリークラブ、美濃加茂ライオン

ツイストパン
づくり

ズクラブ、あじさい看護福祉専門学校のほか、多くのボランティア
のご協力と赤い羽根共同募金の配分金を活用して実施しました。

あたたかいご寄付ありがとうございます
（令和2年8月27日～10月29日まで）順不同・敬称略

福祉に役立てて
●

美濃加茂ロータリークラブ

●

今井 公子

●

香典の一部を
●

成瀬 美里

亡夫 弘

匿名２名

子ども食堂・おにぎりカフェ・学習支援・
ひとり親家庭支援へ

福祉に役立てて
（物品）
●

善教寺

●

みのかも風の会

健康づくり美濃加茂友の会
子どもの食緊急支援プロジェクト
● おてらおやつクラブ
● 美濃加茂ライオンズクラブ
● 匿名２名
●
●

●

匿名7名

ひまわりの家へ
●

車イスの寄付

中島 美行

●
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山手小学校

第

「美濃加茂 エール！」～ボランティアインタビュー～

3回

第3回目のインタビューは、9月に社協へ車いすを寄贈していただいた山手小学校ボランティア
委員会のみなさんにお話をうかがいました。

社協

山手小ボランティア委員会について教えてください。

6年生9人、5年生11人で、校内の清掃活動を行っています。
また、アルミ缶・牛乳パックを回収して車いすを寄付したり、
ペットボトルキャップを回収し事業所を通じて世界の子供たちに
ワクチンの寄付をしています。

ボランティア活動で「やって良かった」と思うことはありますか。
社協

活動の様子

全校みんなで協力して買った車いすなどを渡したとき、「ありがとうございます、大切に使います」と
言ってもらえたことです。その言葉一つで、ボランティア活動をやって良かったと思いました。

ボランティア活動で大変だったこと、苦労したことがあれば教えてください。
社協

回収に協力してもらうために、どうすればいいかを委員会で話し合い、校内放送をしたり、ポスターを
掲示しキャンペーンを行ったり、呼びかけを頑張りました。
今はコロナ対策で、集める場所を数か所にわけて、広い間隔をとって集めています！

寄付していただいた車いすは、どのように
使ってもらいたいですか。
社協

社協では市民の方に車いすの無料
貸出しを行っています。 昨年度は
１２０件の貸出しがあり、多くの方
にご利用いただきました。

いろいろな人の助けにつながると思うので、
大切に使ってもらいたいです。

社協

ボランティア委員会の目標を
教えてください。

ボランティア委員会は、多くの人を幸せにしたいと
いう願いのもと活動をしています。今年は昨年より
も回収できるよう、もっと協力してもらえるように
呼びかけを頑張りたいです。
コロナ対策も取り入れながら、活動を続ける姿はす
ばらしいです。 寄付していただいた車いすは大切に
使わせていただきます。ありがとうございました。
車椅子贈呈の様子

社協
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あなたの
まちにも

ふれあい・いきいきサロン

伊瀬しあわせ会（蜂屋町伊瀬自治会）

聞いてちょう、見てちょう、

サロン訪問記

「伊瀬しあわせ会」は、令和2年1月に
社会福祉協議会のふれあい・いきいきサ
ロンとして活動が始まりました。
しかし、
新型コロナウイルスの流行により、3月
から活動を休止されていました。
この日は、感染予防対策をして、半年
ぶりにサロンを開催されました。90歳の
方をはじめ皆さんが開催予定時刻前には
集まってこられ、 社 協 職 員 に よ る 健 康
チェックを受けられました。また、新型
コロナウイルスの感染予防や免疫力を高
める話を聞かれたり、ストレッチ体操や、

令和２年10月1日
伊瀬公民館

脳トレなどで楽しく過ごしていただきま
した。マスク着用のままでもよくわかる
笑顔をいっぱい見せていただき、サロン
の担当者として本当に嬉しかったです。

感染症対策をして行う
「ふれあい・いきいきサロン」
社会福祉協議会では、高齢者の介護予防と地域の絆を強くすることができる「ふれあい・いきいきサロン」
活動を推奨し、地域の公民館などに高齢者等が集まってサロン活動が行われています。
しかし、新型コロナウイルスの感染を拡大させないために、現在開催を見合わせているサロンも多いです。
介護予防の点から高齢者が人と関わりを持つことはとても大切です。感染予防対策をして今後どのように
サロンを開催していけばいいのかを考え、できることから始めましょう。

活動は「３つの密」を避け、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「石けんでの手洗い（手指消毒
も可）
」
が大切です。
１．参加される方 … ①当日検温をして体調に異常がないことを確認してから参加
②参加中はマスクを着用する
２．会場について … ①会場の広さと参加者数の確認
②感染防止のための用品を揃える
③参加者の健康状態を把握し記録する
④30分に1回以上の換気（部屋の対角にある窓や戸を開ける）
⑤複数の人が触れる場所を適宜消毒する、消毒できないものの使用を控える 等

※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
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あなたやあなたの大切な家族や知人が困っていませんか？

成年後見制度が利用できます

こんなときには

契約内容がよくわからないのに
名前を書いて印鑑を押してしまった

お金のやりくりが
うまくできない

頼れる親族がいない
将来が心配

大声でどなられる・たたかれる
自分のお金を使わせてもらえない

障がいのある子どもの
将来が心配

成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより物事を判断する能力が十分でない方の権利を守るため、
家庭裁判所が成年後見人等を選任し、契約や財産の管理などをすることにより、ご本人を法律的に
保護・支援する制度です。
この制度には、ご本人の判断能力によって、既に判断能力が不十分なときに利用する「法定後見制
度」と、将来、判断能力が不十分となったときに備えるための
「任意後見制度」
があります。

～もっと詳しくお知りになりたい方は、ご連絡ください～

美濃加茂市権利擁護支援センター
美濃加茂市深田町3-5-8

社協総合相談センター

☎ 0574-28-1126
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歳末たすけあい募金にご協力お願いします。
「みんなで ささえあう あったかい地域」をスローガンに共同募金
運動の一つである歳末たすけあい募金活動を実施しています。
皆さまからお寄せいただいた貴重な募金は、見守り活動に使わせてい
ただきます。 新たな年を迎える時期に、地域において孤立すること
なく安心して暮らすことができるよう、
民生委員の皆さまにご協力いただき、
ひとり暮らし高齢者の方々へお見
舞いの品をお届けいたします。
募金箱は、市役所をはじめとした
市内公共施設、オークワ美濃加茂
店様、MEGAドン・キホーテUNY
美濃加茂店様、ダイナム美濃加茂
店様に設置してあります。 街頭で
募金箱を見かけられましたら、皆さ
まのあたたかいご協力をお願いい
たします。
© KG/S, A, U

美濃加茂市

就労準備支援事業

講演会

「不登校」についての理解とともに、身近な地域の中に安心感と寛容性のある“居場所”をつくり出すため、
何が必要なのかを一緒に考えてみませんか。

題 目

『これからの不登校との向き合い方～私達ができる３つのこと～』
講

師

徳広 圭子 氏（岐阜聖徳学園大学短期大学部 教授）

日

時

令和３年２月６日（土）１３：３０～１５：３０

場

所

総合福祉会館 ふれあいホール

対象者

一般市民 民生児童委員 学校・教育関係者
福祉保健医療関係者 行政 その他興味関心のある方

定

１００名（申込必要）

員

申込先

美濃加茂市福祉課 心と暮らしの相談窓口
０５７４－２５－２１１１
（内線３４１）
※チラシで利用する上記イラストは、就労準備支援事業で関わっている方に作成していただきました。
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