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簡単な繕い物や、園や学校で必要な通園バッグなどの作製をボランティアさんが手伝ってくれる、新しい
かたちの居場所ができました。

ミシンカフェ「ぬいぬい」ミシンカフェ「ぬいぬい」ががプレオープンします！プレオープンします！

日　時 3月17日（水）・4月1日（木）
10時～15時

申　込 電話にてお申し込みください。
（0574）28-6111

場　所 総合福祉会館

利用料 無料

※今後、毎月第1木曜・第3水曜に開催予定です。詳しくはお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、中止の場合があります。



コロナに負けない！ 地域活動特集
～地域づくりの木～
　令和2年度は新型コロナウイルス感染症対応のた
め、4月から自粛期間が続き、ボランティア活動や地域
活動が思うように実施できない状態が続いています。
　このような状況の中、美濃加茂市社協では、市民の
皆様が日ごろから培ってきた地域活動や福祉活動の力
を活かし、また、市内、市外の皆様からの協力を受け、

「コロナに負けない地域活動」を展開しています。

支部社協・
福祉委員活動

まちづくり協議会や
地域の方の協力

ボランティアさんが
作製したマスクを

市内施設にお届けしました

地域での配食活動に民生・児童委員、サロンボランティア、
市内の企業・店舗などに関わっていただきました

マスクづくり
ボランティア

加茂野地区
配食活動

下米田地区
配食活動

ひとり親家庭交流会
オンライン料理教室・

カヌー体験・
電動自転車体験

　普段から地域を見守っていただいている民生・
児童委員、福祉委員、地域活動に取り組む支部
社協、ボランティア等多くの皆様の活動が、「コ
ロナに負けない地域活動」につながっています。
　美濃加茂市が普段からつながりのある地域
だったからこそ、新型コロナウイルス感染症に
対応した事業が展開できました。

民生・児童
委員活動
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　新型コロナウイルス感染症が広がり、みんなが
不安な生活を送る中、「何かできることはない？」

「不安な思いでいる人に少しでも喜んでもらえた
ら」という方々の善意がたくさん届きました。

ボランティア
活動 地域活動に取り組む

団体・個人

市内及び近隣の
企業や団体の協力

マスク・材料の
寄付

感染症対策をした
サロン活動

テイクアウト形式での
子ども食堂の再開

メッセージ
ボランティア

　「新型コロナウイルス感染症に負けない！」
という地域のみなさんの「想い」に背中を押し
てもらい、コロナ禍でも多くの事業を実施す
ることができました！

市内の小学生、中学生が作成した
カードをサロン等で配布し、
高齢者のみなさんに
喜んでいただきました

YouTubeや
Zoomなどの
ICTの活用も
進めています

学習支援活動や
ボランティア活動を

YouTube配信

YouTube

美濃加茂市社協
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令和２年度  共同募金運動結果報告
　10月1日から12月31日まで実施した共同募金運動

（赤い羽根募金、歳末たすけあい募金）では、皆さまか
ら温かいご支援をいただくことができました。ご協力
ありがとうございました。

募集期間：12月1日～12月31日

歳末たすけあい募金

募集期間：10月1日～12月31日

赤い羽根共同募金 6,064,342円

616,047円

社会福祉施設・NPO法人・ボランティア団体等への配分
◦要約筆記サークル　ラインみのかも ＜投影のためのプロジェクターの購入＞
◦NPO法人プラス・ワン エムプラス ＜餃子のイベント販売に係るテント・発電機等の購入＞
◦ひまわりの家 ＜玄関マット洗浄機の購入＞

市社会福祉協議会への配分
◦児童、青少年、高齢者等住民への地域福祉事業の実施（下記写真のとおり）
◦日常生活自立支援事業の利用に係る低所得者への利用料助成等
◦ふれあい・いきいきサロン活動助成

◦ひとり暮らし高齢者歳末見守り事業・・・民生委員の皆さまのご協力のもと、友愛訪問を行い、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見舞品をお渡ししました。

美濃加茂市での赤い羽根共同募金の主な使い道（元年度の募金で、2年度事業に使われたもの）

美濃加茂市での歳末たすけあい募金の使い道

子ども食堂支援

ふれあい・いきいきサロン ひとり親家庭交流 ボランティア活動支援

福祉教育の推進

皆さまから
いただいた募金は
このような事業に
使われています。
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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）

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）

美濃加茂市健寿連合会 ピーススポーツクラブ 加茂女会本部 美濃加茂善意銀行

◦各地区自治会
◦太田町仏教会
◦民生児童委員協議会
◦法務局美濃加茂支局
◦国土交通省岐阜国道事務所

美濃加茂国道維持出張所
◦ハローワーク美濃加茂
◦可茂消防事務組合
◦堀部美和
◦木村重雄
◦古渓ミヨ子
◦バロー募金箱
◦福祉会館募金箱
◦美濃加茂市役所職員
◦社協支部長
◦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
◦社会福祉協議会役職員
◦小池農園
◦西禅寺
◦まぶち行政書士事務所
◦(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)松吉商店
◦(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
◦飯田美容院
◦あんどう理容

◦益浩不動産
◦小原会計事務所
◦(株)西田技巧
◦ブライダルサカエ
◦ヤマト訪問介護ステー

ション
◦加茂オート(株)
◦シェ・ドゥーヴル
◦(有)中央木材
◦パティオカラールーム
◦ふかがや眼科
◦(有)本多建設
◦(株)エスラインヒダ
　美濃加茂支店
◦黒岩清保税理士事務所
◦亀山登記測量事務所
◦加茂う
◦名北工業(株)
◦織部需事務所
◦グレイス
◦JP労組岐阜東都支部
◦次郎長
◦まごころ弁当美濃太田店
◦Lucky　Leaf
◦加茂硝子店
◦三伸印刷
◦(株)エナ重機可茂営業所
◦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
◦おおともデンタルクリ

ニック
◦(株)深貝組
◦藤田久夫税理士事務所
◦SR企画
◦バードグリーン
◦わたなべ内科クリニック

◦(株)小津看板
◦(株)タグチ
◦(医)録三会　太田病院
◦(有)平川たばこ店
◦(有)石田金物店
◦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
◦(有)森看板
◦(有)ほうゆう
◦(医)清風会　林クリニック
◦三和木材(株)
◦(株)テクノミスギ
◦みのライス(株)
◦北川工務(株)
◦(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
◦(株)山登ゴム
◦弘明電気工業(株)
◦福井事務所
◦(行)伊藤事務所
◦(株)愛和
◦禅隆寺
◦(有)山義組
◦(有)リタッグ
◦(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
◦(株)中嶋設備
◦(株)東和製作所

◦東和組立(株)
◦(株)長井産業
◦中濃瓦斯(株)
◦(株)ハラ商事
◦(株)美光技研
◦日江井外科
◦(有)渡辺塗料店
◦岐阜防災(株)
◦(株)技研オガワ
◦(有)東海金物店
◦(株)トーエネック加茂営業所
◦梅村工業(株)
◦(有)ヤマダ技研
◦法仙坊ゴルフ倶楽部
◦(有)クマシロエイム
◦小川機工(株)
◦(株)キンジョー
◦丸ト鶏卵販売(株)岐阜工場
◦さぐち内科
◦(有)福田塗装
◦納土内科
◦三栄精工(株)
◦中部技研(有)
◦いこまファミリークリニック
◦(有)丸福紙器工業所
◦(医)和恵会　野尻内科医院
◦(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
◦美濃加茂善意銀行
◦加茂女会本部
◦フォークダンスサークルフレッシュ
◦たから幼稚園職員園児一同
◦美濃加茂市健寿連合会
◦ピーススポーツクラブ
◦山仲農園
◦オークワ募金箱

◦MEGAドン・キホーテUNY美濃加茂店募金箱
◦ダイナム美濃加茂店募金箱
◦公共施設募金箱
◦総合福祉会館・むくの木募金箱
◦髙井光枝
◦今枝孝之
◦堀部美和
◦西田知子
◦匿名１名

たから幼稚園職員園児
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あなたの
まちにも

　「地域の結びつきを深めるために、人と人との交流
を大切にするサロンを設立したい」と立ち上げを計画
されていました。4月からサロンを始めようとされた
ところに新型コロナウイルスの感染が広がったため延
期が続き、やっとのことで晴れの日を迎えられました。
　準備は入念に、当日は感染予防対策に気を配られて
開催されました。初回ということで神中連区長さんの
ご挨拶があり、ボランティアさんの紹介もありました。
また、社会福祉協議会の担当看護職員が、「新型コロ
ナウイルス」と「免疫力」について話し、音楽に合わせ
て軽く体を動かされました。マスクを着用した状態で
歌も歌われ楽しまれました。
　今後、「ふれあい・いきいきサロン」の活動を末永く
続けていただきたいと思います。

ふれあい・いきいきサロン 聞いてちょう、見てちょう、

サロン訪問記

※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。

神中ふれあいサロン（古井地区神明東西中央新町）

長寿医療研究センターは、『他者とのつながりが乏しい者ほど、身体機能の低下、抑うつ、要介護状態
などのリスクが高い。感染予防対策をとって「通いの場」を開催し、高齢者の心身の健康確保を図るこ
とは極めて重要です。』と集いの場をすすめています。

令和2年10月14日
総合福祉会館にて

（令和2年10月30日～令和3年2月5日まで）順不同・敬称略

福祉に役立てて
● （株）十六銀行　● 畜一会
● 匿名３名

子ども食堂・学習支援へ
● 赤鼻のサンタさん
● 山口 正彦
● 損害保険ジャパン(株)AIRオートクラブ
　岐阜支部美濃加茂分会長　田代 義文
● 匿名５名

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（物品）
● おてらおやつクラブ事務局
● おてらおやつクラブ薬師山 林昌寺
● 中島 勝己　　 ● 村瀬 勝美
● 匿名９名

ひまわりの家へ
● 都筑

社協特別会員の紹介
● 美濃加茂福祉事業協同組合
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第4回
「美濃加茂 エール！」

　第４回目は、美濃加茂市社会福祉協議会下米田支部で活躍されている支部長の渡辺厚さんに
インタビューしました。

コロナ禍ではありますが、つながりを意識した活動が素晴らしい
です。貴重なお話をありがとうございました。

下米田の中の深渡自治会と中屋敷自治会では、平成２３年から高齢者の方の情報共有をする
ために見守りマップの作成をすでに行っていました。意識的に地域の情報を地図へ落とし込
み、その中で見守る側と見守られる側を把握し緊急連絡先を記入した用紙をお渡しすること
で、より見守りが浸透しました。また、地図を作成する前ですが、高齢夫婦の緊急連絡先
を把握しておくことで、倒れられた時にすぐに連絡を取ることができ、役立ったということも
ありました。
平成３０年に下米田支部がマップの作成を提案し、現在では各自治会で実施しています。今
年度は見守り会議に消防団にも参加いただき、見守りマップを更新しました。

次に、独居高齢者への友愛訪問をしています。去年からは見守りの回数を増
やすために、年１回だったものを年２回にしました。今年度はごみ袋をお渡し
しました。ごみ袋にしたのは、普段から使えるものをと考えました。

これからの課題は見守りマップの定期的な更新です。そのためには定期的に民生・児童委員、
福祉委員、自治会長が集まって情報交換をすることが大切です。数ヶ月でも生活の状況等
に変化のある方はみえるので、更新は必要ですね。自治会によって進展具合は異なりますが、
それぞれの自治会の３者が連携して充実していくことが大切です。

下米田は人と人のつながりが強い地域だと思いますが、薄れてきつつあるといわれてい
ます。今後、災害だけではなく日ごろから地域で助け合うことが大変重要なことと考え
ています。下米田の良い面を維持し、向上していくことが重要なことだと思います。

日頃の活動としては地域見守り活動をしています。下米田では見守りマップの作
成を進めており、民生・児童委員、福祉委員、自治会長で情報共有をしています。

社協

社協

社協

下米田支部での活動を教えてください。

見守りマップ作成のきっかけを教えてください。

社協
最後に、下米田の目指す姿を教えてください。

まず一番大きなものが、敬老会ですね。７５歳以上の方に長寿のお祝いをします。今年度
は新型コロナウイルス感染症の影響から集まることができなかったですが、お祝いの手紙と
お菓子の配付をしました。本当は手渡しできればよかったのですが、この時期なので郵送し
ました。今年のお菓子は食べやすいと好評でした。
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　新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金貸付制度の特例措置は、
受付期間が令和３年３月末日までとなっています。
　新型コロナウイルス感染症の影響による減収で生活資金にお困りの方は、お早めに「社協総合
相談センター」までご相談ください。

　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。

 社協窓口もしくはお電話でお申し込みください。

　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。

地域福祉係 0574-28-6111

美濃加茂市社会福祉協議会　総合相談センター
住所：美濃加茂市深田町3丁目5番8号
電話：0574-28-5170
受付：月～金　8：30～17：00

令和2年度　災害義援金報告

●「令和２年７月豪雨災害義援金」　…………… ２２５，７３２円
●「令和元年台風第１９号災害義援金」　………   ５０，０００円
●「平成３０年７月豪雨災害義援金」　 …………   ３０，０００円
●「平成２８年熊本地震災害義援金」　…………   ５３，０１４円
●「東日本大震災義援金」　 ……………………  10１，３７４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。

お知らせ

報 告

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ

※4月から相談受付場所が総合福祉会館に変更になります。

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

援護金について　

先ずは　　お電話を！！

問合せ先

令和３年４月２0日から６月29日
毎週火曜日開催（5月4日を除く）　全１０回
※4月28日、5月12日のみ水曜日開催

期　　間

１０時００分～１１時３０分時　　間

美濃加茂市民対　　象

10名（先着順）定　　員

３月１日（月）から３月３１日（水）申込期限

0574-28-6111申込・問合せ先

無料
※ただしテキスト代金（９９０円）のみ自己負担

受 講 料
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