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令和２年度福祉出前講座にて、パラスポーツ体験を行いました。

競技の一つ一つが工夫されているパラスポーツは、障がいの有無にかかわらず、

皆が一緒に競技できるということを学ぶ機会となりました。

○編集・発行　社会福祉法人美濃加茂市社会福祉協議会
美濃加茂市新池町三丁目4番1号　☎0574（28）6111
ホームページ：https://minokamo-shakyo.or.jp/　
Ｅ-mail：info@minokamo-shakyo.or.jp
この広報誌は、共同募金の配分を受けて発行しています。

太田小学校での活動の様子太田小学校での活動の様子

インスタグラム始めました！
ぜひご覧ください。
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ボランティア事業
⃝ボランティア活動の支援
   （講座、研修、保険、助成金等）
⃝災害ボランティアセンター
　開設
⃝介護支援ボランティア事業

地区（支部）社協事業
⃝地区（支部）社協活動支援

子ども支援事業
⃝学習支援教室開設
   （ひとり親家庭対象）
⃝ひとり親家庭交流会の開催
⃝若者の居場所づくり
⃝子ども食堂支援  
⃝福祉教育の推進

生活支援事業
⃝弁護士相談　　　　
⃝結婚相談
⃝フードバンク事業
   （緊急食料支援、お結びん、フードパントリー）
⃝援護事業（被災者、交通遺児等）

地域の福祉課題の解決に向け、市民の皆さまととも
に、誰もが安心して暮らすことができる地域づくりに
取り組んでいきます。

【   地域福祉   】

手話講座

下米田見守り会議

子ども食堂の様子

ひとり親家庭交流会（カヌー体験）

地域支え合い事業
⃝生活支援コーディネーター事業
⃝地域のつながり事業
   （ミシンカフェ・まちの大学minokamo）
⃝地域の担い手づくり事業 
⃝歳末たすけあい援助事業
⃝社会福祉法人連携
⃝ふれあい・いきいきサロン支援

貸出事業
⃝福祉車両貸出　　
⃝車椅子貸出
⃝綿菓子機、
　ポップコーン機等 貸出

TEL：28-6111

広報啓発事業
⃝健康福祉すこやかフェスティバルの開催
⃝社会福祉大会の開催  
⃝ホームページ
⃝SNS
  （フェイスブック、インスタグラム）

その他
⃝赤い羽根共同募金
⃝日本赤十字社事業

権利擁護事業
⃝権利擁護支援センター運営業務
⃝日常生活自立支援事業
⃝成年後見制度利用促進事業

TEL：28-1126

⃝生活福祉資金の貸付
TEL：28-5170

令和3年度
事業計画

美濃加茂市社会福祉協議会は、
市民の皆さまのご協力をいただきながら

地域福祉事業に取り組みます。

福祉車両

○主な活動と事業内容
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高齢者・障がい児者・生活困窮者な
どの方が抱える困りごとに対して、
専門員が相談者に寄り添い、総合
的・一体的な相談支援を行います。

高齢者、障がい者、幼児、母子寡婦、ボランティア等の
ふれあいの場及び福祉活動の拠点として、市民福祉
の向上に寄与するよう総合福祉会館の管理・運営を
行います。喫茶コーナーむくの木も設置しています。
健康コーナーに看護師を配置し、健康に関する相
談や血圧測定等を行うことで高齢者の健康管理
を支援します。また、高齢者の健康増進や仲間づ
くりを目的に各種健康教室を開催します。

TEL：28-6111

障害者総合支援法に基づく障
害福祉サービス事業として美
濃加茂市の指定管理を受け、
就労継続支援B型事業と生活
介護事業を行います。

TEL：25-8197

【   総合相談   】

【     総合福祉会館     】

【 ひまわりの家 】

高齢福祉
⃝居宅介護支援
   （ケアマネジャー）
　　居宅サービス計画の作成
　　サービス利用の相談

TEL：28-1101

生活困窮支援
（心と暮らしの相談窓口・市役所福祉課内）
仕事・お金・ひきこもり・発達障がい・
借金問題など生活の困りごと解消に向け
て、ご本人と一緒に取り組んでいきます。
⃝自立相談支援　　⃝就労準備支援　
⃝家計改善支援

TEL：25-2111（内線 341）

障がい福祉
⃝計画相談
   （サービス計画の作成）
⃝相談支援
⃝障害支援区分認定調査

TEL：28-6556

⃝訪問介護（ホームヘルパー）
ケアプランに基づいた、在宅サービス（身体介助、家事援助）の提供

TEL：23-0711

就労準備支援

総合福祉会館外観

健康コーナー

ひまわりの家外観 作業の様子

むくの木  食事

相談の様子
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支え合い
笑顔あふれる　まちづくり
〜地域共生社会の実現に向けて〜

皆さまの会費はこのように活用されています

例えばこのような活動に使われています！

　社会福祉協議会は、「地域福祉の推進」を図ることを目的とした団体です。地域での人

と人とのつながりを大切にし、住み慣れた地域で安心して生活できる福祉のまちづくりを

目指して、地域の福祉活動の推進に努めています。

　本会は、地域の皆さまをはじめ、各企業や事業所等からの会費、市からの助成金、また

寄付金などを財源に事業を展開しています。 地域の皆さまには、本会の活動にご理解、 

ご賛同いただき、会費納入にご協力下さいますようお願いいたします。

会費の納入は、自治会を通じて各世帯のほか、
企業や事業所等にお願いしています。

事業の実施　市全体（市社協）
　　　　　　地域（各地区・支部社協）

地域住民

美濃加茂市民

社協事業活動に
賛同して下さる
企業・事業所等

美
濃
加
茂
市
　
　
　

　

　
　
社
会
福
祉
協
議
会

皆さまからの会費

地域へ還元

福祉機器の貸出

福祉教育の推進（パラスポーツの様子） 地区（支部）社協活動の支援 ふれあい・いきいきサロン

　　　　　　　　　　ボランティア活動の支援
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　新型コロナウイルス感染拡大のため
サロンを開催できない日々が続いていましたが、会員さんの「皆さんに会いたい」という声が大きくなり、対策
をとって再開されました。
　手作りののれんと手指消毒薬が皆さんを迎えます。検温と体調確認をされ、換気が十分されている会場で
サロンが開催されました。今回は、いきいきボランティアの「お祭り楽団」が訪問され、三味線と活気あるトーク
が披露されました。皆さんは曲に合わせて、太鼓に見立てた竹をバチでたたかれ、代表者さんの合いの手も雰
囲気を盛り上げていました。1時間のサロンでしたが、「楽しかったわ、ありがとう」と、皆さんが口々にボラン
ティアさんに声をかけられながら帰路につかれていました。

※サロンについてのご相談は、健康推進グループへお問い合わせください。直通電話 ６６-１０２７

子ども食堂・おにぎりカフェ・学習支援へ
⃝クリーニングわたなべ
⃝めぐみの農業協同組合　　　 ⃝匿名1名

ひまわりの家へ
⃝美濃加茂市社会福祉協力会　⃝（株）都筑

美濃加茂市社会福祉協力会 東洋羽毛東海販売（株） 大沢　美智子さん おてらおやつクラブ 山手小学校ボランティア委員会

美濃加茂商工会議所青年部

あなたの
　まちにも

ふれあいサロン・田畑
古井（田畑西自治会）

ふ いあ い サ ンれ い き き ロ

田畑公民館にて（令和3年4月8日）

福祉に役立てて
⃝大沢　美智子　　　　　　　⃝波多野　義之
⃝美濃加茂市社会福祉協力会　⃝匿名7名

福祉に役立てて （物品）
⃝山手小学校　　　　　　　　⃝日比野　茂子
⃝おてらおやつクラブ事務局　 ⃝善教寺
⃝カーブスMEGAドン・キホーテ美濃加茂店
⃝東洋羽毛東海販売（株）岐阜営業所
⃝美濃加茂商工会議所青年部　⃝匿名3名

香典の一部を
⃝北川　明美　亡夫 豊晃 カーブスMEGAドン・キホーテ

美濃加茂店

あたたかいご寄付  ありがとうございます
（令和３年２月９日～４月３０日まで）順不同・敬称略

聞いてちょう、見てちょう
サロン訪問記・
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「みのかもお結びん」利用者を募集しています

食品の寄付を募集しています。

対　　　象：美濃加茂市内に住所を有する、中学生以下の子どもがいる
 ひとり親家庭
実施予定日：令和３年７月～令和４年３月までの奇数月（７・９・１１・１・３月）
 の第３金曜日午後６時～７時３０分
 実施月ごとに事前に利用希望確認を行い、食品をお渡しします。
定　　　員：３０世帯（多数の場合は抽選します）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
実 施 場 所：総合福祉会館
利　用　料：無料
申　　　込：6/18までにQRコードからお申し込みください。
 (QRコードで申込できない方はお問合せください。)
問 合 せ 先 ：28-6111　

「みのかもお結びん」とは
個人や市内企業等から寄付でいただいた食品等を、ひとり親家庭へ
定期的にお渡しする事業です。
お渡しする内容は、米・野菜・調味料・時短レシピを予定しています。

　社協では、ご家庭や企業において、まだ賞味期限はあるけれど、
様々な理由により捨ててしまう食品の寄付を募集しています。

　いただいた食品は、生活困窮世帯や子ども食堂、お結びん等の支援に活用します。ご協力をお願いします。

ご協力いただける方は、お問い合わせください。
問合せ先：総合福祉会館窓口又は電話（28-6111）

各家庭・個人
食品製造業者
スーパー

社　協
生活困窮世帯
子ども食堂
お結びんなど

ご　寄　付 依　頼

寄付先からの感想

× 受け入れできないもの
⃝生鮮食品（肉・魚）
⃝冷凍・冷蔵庫保存が必要なもの
⃝お弁当、サンドイッチなど消費期限の短い物
⃝食べ残しの食品　　
⃝開封済の食品
⃝賞味期限の記載のない食品
⃝お酒

〇 募集している食品
３ケ月以上の賞味期限があるもの
⃝米（白米・玄米） ⃝もち　
⃝乾麺（スパゲティ、マカロニ、うどん、そばなど）
⃝缶詰（ツナ缶、サバ缶、フルーツ缶など）
⃝レトルト食品（カレー、ミートソース、親子丼など）
⃝フリーズドライ食品 ⃝災害備蓄食品
⃝カップ麺 ⃝お菓子　　　

◀︎ QRコード

ひとり親家庭へ定期的に食品を提供

もったいないをありがとうに

無料でお届け

配付する食品の一例
月ごとに内容が

変わります
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今回は、平成３０年から美濃加茂市の子ども食堂に食材の寄付を続けていただいている、
「JAめぐみの  とれったひろば関店」店長多田さんにお話をうかがいました。

早速ですが、JAめぐみのとして、子ども食堂の支援を実施されている理由を教えてください。

安全でおいしい食材をいただけるのは大変ありがたいです。

子ども食堂をはじめとする、地域主体の取り組みに対しての企業さんの協力は、活動の継続支援にも
つながり、大変意味のあることだと思います。今後、JAめぐみのさんとして、どのような取り組みをお
考えですか。

地域の特性を生かしてつながることが大切ですね。社協として、今後、子ども食堂の利用者やスタッフ
の感謝の気持ちを生産者の方へお伝えしたいと考えています。
本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。

毎回、食材が届くのが楽しみ
になりますね。
現在何カ所の子ども食堂を支
援されているのでしょうか。

店頭にある商品と
同等の野菜、肉類、果物
等を子ども食堂への
寄付として頂いている

この活動は、JAの共済連からの補助金で行う社会貢献事業です。
出荷している農家さんからも、余剰の生産品を有効に使っていけるといいんじゃないか、という提
案もあり実施に至っています。
生産者さんのなるべくいいものを渡したいという気持ちを受けて、実際にお渡しする商品はお店で
売っているものと同等のものを、子ども食堂へ提供しています。

野菜はもちろん岐阜県産ですし、お肉もなるべく岐阜県のものを提供しています。
在庫にもよりますが、「ボーノポーク」を提供できることもありますよ。やっぱり、いい食材でつくる
と美味しいんですよね。

美濃加茂市を含めて、６カ所の子ども食堂や施設等に食材を提供しています。その他にJAめぐみ
の直販課の取り組みとして、１カ所の子ども食堂を支援しています。SDGｓを念頭において、手探
りですが進めている状況です。

コロナもあって大変な状況ですが、コロナと上手く付き合いながら下を向かずにやっていきたいで
すね。家での食事が増えたためか、とれったひろば関店としての売り上げは落ちていないんです。
状況を見極めてプラスの方向に動いていきたいですね。
現状の課題としては、農家さんの高齢化や世代交代があります。若い世代で農業に取り組みたい方
がいれば、全力で応援していきます。
福祉の分野では、「円空里芋」という関市の特産品があるんですが、里芋って毛が生えていますよね。
この毛取りを障がいのある方たちに手伝ってもらっています。障がいがあるといっても、１つのこ
とへの集中力が高く、助かっています。美濃加茂市や可児市でも地元の特産品などと上手くつな
がっていけると、農福連携のモデルができるのではないでしょうか。

みのかも
エール !

「JAめぐみの とれったひろば関店」「JAめぐみの とれったひろば関店」
第5回

社　協

JAめぐみの
とれったひろば

関店
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学習支援教室って？
⃝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つけ、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の方々とのかかわりを通じて社会性
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。

対　象：市内在住で小中学校に就学しているひとり親家庭等の児童
費　用：無料
日　時：金曜17：30～19：30／土曜13：00～16：00（中学生対象）
会　場：総合福祉会館
問合せ：28-6111

“すっきり暮らす”シニアライフのため、「片付け」について学んでみませんか？

⃝令和３年７月１３日（火）１０時００分～１１時３０分
　　「片づけにかかるリアルなお金の話を聞こう！」
⃝令和３年７月２７日（火）１０時００分～１１時３０分
　　「自分に合った片づけを知ろう！」

講　師：服部　ひとみ（ライフオーガナイザーひと宮）
対　象：６５歳以上の美濃加茂市民 受講料：無料
定　員：２０名（先着順） 申込期限：令和３年７月２日（金）
申込・問合せ：総合福祉会館窓口又は電話（28-6111）でお申し込みください。

「ミシンカフェぬいぬい」では、ミシンや裁縫の得意なボランティアさんに、衣
類のほつれなどの簡単な繕い物や、保育園や学校で使う通園バッグや上靴
袋などの作製をお手伝いしていただきます。
子育て中の方をはじめ、どなたでもお気軽にご利用いただけます。

日　時：①６月３日（木）　②６月１６日（水）　③７月１日（木）
　　　　１０時～１２時／１３時～１５時
場　所：①③総合福祉会館　②リバーポートパーク
利用料：無料
申　込：電話（28-6111）にてお申込みください。
※毎月第１木曜・第３水曜に開催しています。
　みなさまのご利用をお待ちしております！

ひとり親家庭の
小中学生を対象とした
“学習支援教室”を
実施しています。

ミシンカフェ
ぬいぬいの開催案内

まちの大学
minokamo

“シニアに優しい
収納講座”

学習のサポートや
居場所づくりに

一緒に取り組んでいただける
ボランティアも

募集しています！

お知らせ
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