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社協みのかも　第179号

美濃加茂市社会福祉協議会
事業報告

②法人活動推進事業
＊健康・福祉すこやかフェスティバル
　（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
＊社会福祉大会開催（表彰者 22 人・4 団体、感

謝状授与者 4 人・16 法人・1 団体、共同募金
感謝状授与者 2 人・6 法人・14 団体）

＊支部社協・福祉委員の活動推進
＊支部長連絡会開催（2 回）
＊福祉法人連携会議（9 法人参加）
＊福祉団体助成金交付（7 団体）
＊広報誌「社協みのかも」発行（年４回）
＊福祉機器貸出（車椅子 89 回）
＊地域交流機器（綿菓子機・ポップコーン機等）

の貸出（29 回）
＊前平霊苑管理事業（無縁仏供養）
＊ボランティアセンター活動事業
 ⃝ 手話講座（8 回開催、参加者 7 人）
 ⃝ 地域コンシェルジュスキルアップ勉強会
　（参加者 3 人）
 ⃝ ボランティア団体活動助成（1 団体）
 ⃝ ボランティア活動保険加入助成（669 人）

①法人運営事業
＊理事会（4 回）、評議員会（4 回）、
　評議員選任・解任委員会（2 回）の開催

法 人 本 部 ＊子ども食堂の支援（市内４か所、13 回開催、 
参加者 320 人）

＊ひとり親家庭ふれあい交流会
　（3 回開催、参加者 24 人）
＊若者の居場所づくり
　（35 日間開設、参加者 39 人）
＊福祉教育の推進
 ⃝ メッセージボランティア募集（応募数 1,285 枚）
 ⃝ 小中学校での総合学習の実施（19 回）
＊歳末たすけあい事業
 ⃝ 支援の必要な世帯への見舞品配付

③総合福祉会館運営事業
＊年間利用者数（39,732 人）
＊健康教室開催
 ⃝ ヨーガ教室（6 回開催、132 人参加）
 ⃝ 音楽の広場（6 回開催、220 人参加）
 ⃝ いきいき椅子体操（6 回開催、185 人参加）
 ⃝ 中国の健康体操（6 回開催、183 人参加）
 ⃝ すこやかリズム体操（5 回開催、157 人参加）
 ⃝ レクリエーション教室（5 回開催、121 人参加）
＊健康相談事業
 ⃝ 健康相談（119 日開催、1,612 人）
 ⃝ 健康体操（67 回開催、1,334 人）
＊喫茶コーナー「むくの木」の運営

令和２年度

会費　14,243,000

法人運営事業
56,564,741

地域福祉
活動事業
39,176,128

総合福祉会館
運営事業
34,603,452

総合相談
センター
運営事業
11,462,371

成年後見・
生活困窮支援事業
57,863,747

介護・
障がい者等
事業
108,451,714

ひまわりの家事業
34,256,811 繰越金

38,031,165

諸収入　7,466,367

補助金
49,651,237

受託金
106,703,968

事業収入
53,814,123

介護保険収入
74,990,544

就労支援
事業費
3,484,372

障害福祉
サービス等事業収入
70,056,518

収入の部
380,410,129円

支出の部
380,410,129円
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法 人 本 部  つづき

総合相談センター

ひまわりの家

そ　の　他

⑤美濃加茂市受託事業
＊いきいきボランティア
　（登録ボランティア 706 人、延べ活動者 787 人）
＊福祉車両貸出（122 回利用）
＊子どもの学習支援
 ⃝ ひとり親家庭学習支援（70 日開催）
＊生活支援コーディネート事業
 ⃝ 第 2 層協議体の設置　（2 か所　伊深・下米田）
 ⃝ 社会資源の見える化（みのかも生活お役立ち帳、

加茂野 MAP、下米田散策マップ）
 ⃝ 座談会・研修会の開催（8 回）
＊弁護士相談、結婚相談事業
 ⃝ 弁護士無料法律相談（23 日間開設、相談 124 件）
 ⃝ 結婚相談所の開設（59 日間開設、相談 379 件、

見合い 44 件、成婚 6 件）
 ⃝ 婚活セミナー（1 回開催、利用者 8 人）
 ⃝ 婚活イベント（1 回開催、参加者 8 人）

④ふれあい・いきいきサロン事業
＊ふれあい・いきいきサロンの支援（41 サロン）

①成年後見・福祉サービス利用支援
＊日常生活自立支援事業
　（新規契約 9 人、利用者 46 人）
＊成年後見制度利用促進事業
 ⃝ 権利擁護担当者向けの研修会開催
＊法人後見支援事業
 ⃝ 研修会『フェアネスサポーター　ステップⅡ』

開催
＊権利擁護支援センター運営事業
 ⃝ 権利擁護支援会議（10 回）
 ⃝ 相談件数（223 件）
＊生活困窮者支援事業
 ⃝ 家計相談（利用者 33 人、計画策定件数 15 件）
 ⃝ 貸付金事業：生活福祉資金（25 件）、緊急生活

つなぎ資金（13 件）
＊新型コロナウイルス感染特例貸付
 ⃝ 総合支援資金（特例貸付）
　初回貸付（384 件）　延長貸付（147 件）
　再貸付（57 件）
 ⃝ 緊急小口資金（特例貸付）（951 件）

②居宅介護支援・総合相談所運営事業
＊居宅介護支援
 ⃝ 介護計画（ケアプラン）の作成（延べ 2,185 人）
 ⃝ 介護予防計画の作成（延べ 139 人）
＊総合相談センター運営事業

③訪問介護事業
＊訪問介護事業（利用回数 6,432 回）
＊障がい者福祉サービス事業
 ⃝ ホームヘルパー（利用回数 5,380 回）
 ⃝ ガイドヘルパー（利用回数 129 回）

④障がい者相談支援事業
＊相談支援（延べ 5,831 件）
＊サービス等の利用計画の作成（546 件）
＊障がい支援区分認定調査（80 件）

障がい者多機能型事業
＊障がい者就労継続支援事業（利用者 11 人）
＊障がい者生活介護事業（利用者 8 人）

各種団体事務
＊共同募金会美濃加茂市支会
＊日本赤十字社美濃加茂市地区

＊緊急食料給付事業（53 回給付）
＊生活困窮自立支援事業
 ⃝ 自立相談支援（相談件数 12,467 件）
 ⃝ 就労準備支援事業（91 件、開催回数 103 回）
＊福祉相談機関協働推進事業
 ⃝ 多領域福祉相談員連絡会（11 回）
 ⃝ 多機関協働研修会（1 回）
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　社会福祉協議会の会費募集には、皆様か
らの温かいご理解ご協力をいただき、心より
お礼申し上げます。また、会費納入の際に、
自治会の皆様方には格別のご協力をいただ
き、誠にありがとうございました。
　皆様からお寄せいただいた会費は、高齢
者・障がい者の支援、福祉教育やボランティ
ア活動など地域の福祉活動の貴重な財源と
して活用させていただきます。

会費総額 　  　　　　　  14,365,000円
一般会費（一口  1,000円） 11,085,000円
特別会費（一口10,000円）　3,280,000円

特別会員（一口以上納入の会員）のご紹介　　３１8名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同・敬称略）

太田地区（95）
⃝（株）吉田新聞店
⃝（株）中濃互助センター
⃝樹 特定社会保険労務士法人
⃝NPO 法人宿木
⃝（有）セレモたなか
⃝（株）アクセス
⃝（株）中建
⃝（有）最上
⃝（株）ビジネストラベル
⃝（社福）加茂福祉会
⃝（有）山田塗装
⃝（株）ティーシージャパン
⃝めぐみの農業（協組）  

みのかも西部グループ
⃝（有）マック
⃝（有）三協車輌
⃝ 黒岩清保税理士事務所
⃝ ファミリー歯科
⃝（社福）清流会  きらら美濃加茂
⃝（有）八代生商店
⃝（株）十六銀行美濃加茂支店
⃝みのかも西クリニック
⃝加茂硝子店
⃝（有）横井サービス
⃝（有）サンアイ
⃝（株）カミノ
⃝高井獣医科病院
⃝サンタックスコンサルティング
⃝グレイス
⃝織部需事務所
⃝まごころ弁当　美濃太田店
⃝（株）都筑
⃝ニューパワー東海協同組合
⃝藤不動産（株）

⃝三伸印刷
⃝（株）エナ重機可茂営業所
⃝みのかも法律事務所
⃝JP 労組岐阜東都支部
⃝（財）総合保健センター
⃝（株）栗山組
⃝（有）ぎふ初寿司
⃝（株）大脇商店　太田工場
⃝（株）中部工具
⃝（有）勝大技建
⃝いど眼科
⃝（有）村上造園土木
⃝（株）中日コンサルタント
⃝北川工務（株）
⃝みのライス（株）
⃝（株）テクノミスギ
⃝（財）岐阜健康管理センター
⃝吉田建設（株）美濃加茂支店
⃝（医）清風会　林クリニック
⃝美濃加茂ガス（株）
⃝合同保険事務所
⃝（株）シーテック美濃加茂支店
⃝東濃信用金庫山手支店
⃝東濃信用金庫美濃加茂支店
⃝井戸　正美
⃝（有）森看板
⃝（医）秀蘭会　渡辺医院
⃝近藤皮膚泌尿器科医院
⃝（医）博和会　野尻整形外科
⃝（一社）可茂建設業協会
⃝（株）孝美設計
⃝（株）加茂電化設備
⃝（株）三宅経営情報サービス
⃝ＪＡめぐみの みのかも  

営農経済センター

⃝（株）大垣共立銀行  
美濃加茂支店

⃝加藤会計事務所
⃝料理旅館　福美
⃝（株）シティホテル美濃加茂
⃝（有）みどり屋種苗
⃝美濃加茂市社会福祉協力会
⃝則竹石油（株）
⃝（有）オフィスフジタ
⃝ 横幕建設（株）
⃝美濃加茂商工会議所
⃝加藤歯科医院
⃝（有）平川たばこ店
⃝（医）録三会　太田病院
⃝（株）カネサン
⃝高木製菓（株）
⃝（株）タグチ
⃝（株）小津看板
⃝御代桜醸造（株）
⃝（株）うを完
⃝河村歯科医院
⃝太田マツダ（株）
⃝わたなべ内科クリニック
⃝（株）タイヤショップ共栄
⃝加茂自動車（株）
⃝日本ライン漁業協同組合
⃝初穂製菓（株）
⃝（有）石田金物店
⃝清水電設（株）

古井地区（78）
⃝（株）今井水道工務店
⃝（宗）荒薙教
⃝（有）養老軒

⃝（株）フナハシデンキ
⃝（株）八岐
⃝見行木材（株）
⃝小原泰史税理士事務所
⃝（株）フジイ
⃝シダックス大新東  

ヒューマンサービス（株） 
岐阜営業所

⃝（有）富田文渓堂
⃝（株）向龍館
⃝益浩不動産
⃝ありがとサン美濃加茂
⃝デイサービス本郷ふふ
⃝くすりのアオキ　新池店
⃝米問屋小島屋
⃝さかした司法書士事務所
⃝（有） 中央木材
⃝（有）本多建設
⃝あんどう理容
⃝今井一彦司法書士事務所
⃝パティオカラールーム
⃝シェ ･ ドゥーヴル
⃝C.K 接骨院
⃝ふくた歯科クリニック
⃝（株）マルイ産業
⃝加茂オート（株）
⃝中部電力パワーグリッド（株）

加茂営業所
⃝（株）佐合木材
⃝新太田タクシー（株）
⃝（有）東海金物店
⃝（医）社団神明会  

佐藤歯科医院
⃝たちばな保育園
⃝（株）技研オガワ

地区名
一般会費 特別会費

総合計
件　数 合　計 件　数 合　計

太　田 1,918 1,918,000 95 950,000 2,868,000
古　井 3,145 3,145,000 78 870,000 4,015,000
山之上 599 599,000 14 140,000 739,000
蜂　屋 1,750 1,750,000 26 260,000 2,010,000
加茂野 1,972 1,972,000 42 420,000 2,392,000
伊　深 320 320,000 5 50,000 370,000
三　和 161 161,000 2 20,000 181,000
下米田 1,220 1,220,000 43 440,000 1,660,000
市　外 ―　 ―　　 13 130,000 130,000
合　計 11,085 11,085,000 318 3,280,000 14,365,000

社会福祉協議会の会費にご協力　　ありがとうございました

（令和3年8月24日 現在）
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⃝岐阜防災（株）
⃝名倉堂接骨院
⃝（有）渡辺塗料店
⃝（医）厚生会　木沢記念病院
⃝東海消防防災（株）
⃝日江井外科
⃝（株）三共ゴム工業所
⃝（宗） 霊泉寺
⃝こくぼクリニック
⃝曙開発（株）
⃝中濃瓦斯（株）
⃝（株）長井産業
⃝東和組立（株）
⃝（株）東和製作所
⃝（株）中嶋設備
⃝渡辺歯科医院
⃝井戸新聞店　　
⃝カモ歯科クリニック
⃝古井建設（株）
⃝（株）神代鉄工所
⃝ 美濃加茂福祉事業協同組合
⃝ 東濃信用金庫古井支店
⃝（有）永田印刷
⃝（株）今枝呉服店
⃝（株）ほその
⃝（社福）森山学園会
⃝今井デンタルラボ
⃝（株）福電事業
⃝（有） リタッグ
⃝（宗）禅隆寺
⃝（株）新和建設
⃝（株）愛和
⃝若山工業（有）
⃝（有）エヌビーシー・サービス
⃝行政書士法人　伊藤事務所
⃝福井事務所
⃝（株）のうひ葬祭
⃝弘明電気工業（株）
⃝（株）山登ゴム
⃝セイコーモータース
⃝（株）ワタケンホーム
⃝（株）ホンダカーズ岐阜西 

美濃加茂新池店
⃝（有）渡辺サービス整備工場
⃝匿名 1 名

山之上地区（14）
⃝（株）明智ゴルフ倶楽部  

賑済寺ゴルフ場
⃝小池農園
⃝（株）友進
⃝まぶち行政書士事務所
⃝（有）ぎんのすず誠文社
⃝杉田農園
⃝西禅寺

⃝（株）トーエネック  
加茂営業所

⃝（有）ヤマダ技研
⃝梅村工業（株）
⃝山之上果実農業協同組合
⃝（有）モリ産業
⃝西田英彦税理士事務所
⃝（有）山田鉄筋

蜂屋地区（26）
⃝水川建設（株）
⃝（有）春見ライス
⃝（株）西若
⃝（株）西田技巧
⃝伊瀬ゴルフクラブ
⃝ヤマザキ マザック  

マニュファクチャリング（株）
⃝寿美工業（株）岐阜営業所
⃝伸和工業（株）
⃝亀山登記測量事務所
⃝加茂う 
⃝土屋クリニック
⃝（有）平野製作所
⃝（宗）観音寺
⃝名北工業（株）
⃝アイテック（株）
⃝ユニバーサル製缶（株）  

岐阜工場
⃝（株）岐阜東航電
⃝武田鉄工（株）
⃝梅村接骨院
⃝（医）悠愛会　堀部医院
⃝（株）キンジョー
⃝小川機工（株）
⃝（有）安田管工
⃝のぞみの丘ホスピタル
⃝（有）クマシロエイム
⃝（株）ユニマットプレシャス

加茂野地区（42）
⃝（株）コムズ
⃝One-E.T（株）
⃝（有）片桐ダイカスト
⃝グループホーム   

ぬくもりの里かもの
⃝（株）深貝組
⃝SR 企画
⃝わらべ村
⃝三晃
⃝間宮建築
⃝（有）藤吉造園
⃝（株）日光
⃝清水電子工業（株）
⃝（株）愛鐵

⃝（株）フクシマ化学
⃝バードグリーン
⃝関信用金庫加茂野支店
⃝桜井食品（株）
⃝（有）リファインテック
⃝中部技研（有）
⃝三栄精工（株）
⃝トヨタ L ＆ F 中部（株）
⃝まつもと動物病院
⃝（有）花結
⃝（株）和泉
⃝（有）東虎商事
⃝小川工業（株）
⃝クレイシ工業（株）
⃝（有）美濃製作所
⃝（株）飯島製作所　岐阜工場
⃝関共栄金属（株）
⃝（有）ケーテクニカ
⃝丸立工業（株）
⃝サコー製作所（株）
⃝（有）木澤ダクト工業
⃝（有）福田塗装
⃝（株）花井金型製作所
⃝さぐち内科
⃝あじさい歯科医院
⃝（株）モリテック
⃝丸ト鶏卵販売（株）岐阜工場
⃝（株）加茂野自動車工業
⃝藤田久夫税理士事務所

伊深地区（5）
⃝（宗）正眼寺
⃝桑原木材（株）   

美濃加茂営業所
⃝三立産業（株）清和事業所
⃝（学）正眼短期大学
⃝伊深の森カントリークラブ

三和地区（2）
⃝（株）中濃メンテナンス
⃝（有）振興園

下米田地区（43）
⃝（株）安藤石材店   

美濃加茂支店
⃝（株）オークワ岐阜美濃加茂店
⃝（株）プレシジョンワタナベ
⃝（有）夢幸房
⃝（株）木構堂
⃝セブン工業（株）
⃝（有）松吉商店
⃝たけのこ歯科医院
⃝キングサービス（株）

⃝木下設備工業
⃝（有）ハイロード
⃝マルワ（株）
⃝（宗）光徳寺
⃝マル共ホームズ（株）　  

美濃加茂事務所
⃝（有）三起電気工業
⃝（宗）小山寺
⃝キング工業（株）
⃝（株）新和工業
⃝（有）可茂霊柩
⃝（有）若宮環境サービス
⃝（株）ディーワン
⃝（株）葵商店
⃝（有）若宮倉庫
⃝（有）早川青果
⃝美濃加茂衛生（株）
⃝（有）日比野電機工業所
⃝（株）可茂環境センター
⃝（有）八百津衛生
⃝加茂企業（株）
⃝中濃興業（株）
⃝（有）米田住宅設備
⃝（社福）慈恵会
⃝（株）日進建設
⃝山崎機工（株）
⃝ダイヤ精密（株）
⃝（株）ワールド・パーツ製作所
⃝（株）丸和建設
⃝（株）新和
⃝（医）和恵会　野尻内科医院
⃝（有）藤井設計事務所
⃝ 林運輸（有）
⃝（有）白木ブルドーザー
⃝（有）エムエスサービス

市外（13）
⃝日本理化サービス（株）  

岐阜営業所
⃝（有）ホクギ
⃝（株）大桜産業
⃝合同保険事務所
⃝介護老人保健施設  

センチュリー 21
⃝アプロ通信（株）  

東濃営業所
⃝岐阜交通東部（株）
⃝（資）イング
⃝（株）愛安住
⃝濃尾電機（株）
⃝（株）ケア
⃝（有）山十メディカル
⃝中部ケーブルネットワーク（株）

社会福祉協議会の会費にご協力　　ありがとうございました
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《カード発行するためには》
●身分証明ができるもの
　　　（保険証、または運転免許証 他）

　　　　　　　　　　　　　 をご用意ください。

▼︎
次回 カードを機械にかざすだけで入館できます。

＜カード発行できる方＞

総合福祉会館は 感染症対策に取り組んでいます。

●マスク、くつ下の着用をお願いしています。
●こまめに消毒しています。
●定期的に換気をしています。

社協四コマ劇場　Ｖｏｌ．４

楽しく体を動かしてみませんか？
月に６回、ホールで高齢者の健康教室を開催しています。
運動の苦手な方でも参加いただける内容になっています。
先着40名になります。ご参加、お待ちしております。

第１火曜日：いきいき椅子体操　　第１木曜日：レクリエーション教室
第２金曜日：すこやかリズム体操　第３火曜日：ヨーガ教室
第４月曜日：中国の健康体操　　　第４水曜日：音楽の広場

※祝日等の都合で開催日を変更する場合があります。
お問い合わせ先：28-6111　　受付：午後1時15分〜

 感染予防に皆様の
 ご協力をよろしく

お願いします。

P.Nめいみ

レクリエーション教室の様子

この４コママンガは、就労準備支援事業で関わっている方が作成しました。
（社協ホームページでも公開中！）

総 合 福 祉 会 館 へ よ うこ そ

対 象 者
市内在住
60歳以上

市 内 在 住
障がい者
手帳を

お持ちの方
母子寡婦

の方
サンサンルーム

利用の親子

最近
運動不足
かも…

～新型コロナウイルス感染症予防の一環として～

総合福祉会館の登録利用者カードを作ると
簡単に入館できるようになりました。

60歳
以上の方
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　コロナ禍でも安全にサロンが開催できるようにと昨年より会場の使い方を検討し、講師やボランティアさんに
来てもらうために手作りのシールドを作成されました。当日は、検温器、消毒薬等を準備され、万全を期してサ
ロンを開催されました。
　今回は、美濃加茂市社会福祉協議会いきいきボランティア登録の「懐メロん」のお二人が来所され、懐かしい
昭和の歌とそれにまつわる楽しいお話等を披露されました。参加された皆さんは「懐かしい曲を聴くことができ
て嬉しかった」「コロナ禍の気分転換に、皆さんに会えて、楽しい音楽の時間をもつことができて良かった」と話
されていました。

※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。　　電話 ６６-１０２７

福祉に役立てて （フードバンク）

⃝めぐみの農業協同組合　　　⃝薬師山　林昌寺
⃝髙橋　まち子　　　　　　　⃝匿名12名

学習支援・ひとり親家庭交流会へ

⃝美濃加茂ロータリークラブ　　 ⃝匿名6名

あなたの
　まちにも

ナビ・たのしみ会
（加茂野・ナビタウン自治会）

ふ いあ い サ ンれ い き き ロ

ナビタウン集会所にて（令和３年７月２１日）

福祉に役立てて

⃝岩田　誠吾　　　
⃝岩井　初雄
⃝匿名1名

福祉に役立てて （物品）

⃝佐藤　洋平　　　
⃝匿名4名

コロナ禍における生活困窮者へ

⃝小山寺だるまの会

あたたかいご寄付  ありがとうございます
（令和３年５月１日～７月３１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・

2つの部屋の間には、手作りの
ビニールカーテンのシールド
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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？

＊上記のサービスには料金がかかります。（１時間あたり1,000円となります。） お預かりサービス500円/月
　生活保護を受けている方は無料、低所得者（非課税）の方に対しては、利用料の助成があります。

お問合せ：美濃加茂市社会福祉協議会　　０５７４-２８-１１２６

日常生活自立支援事業でお手伝いします
日常生活自立支援事業って？
高齢や障がいにより、一人では毎日の生活に不安がある方が地域で安心して生活が送れるよう、
社会福祉協議会が本人と支援の契約を結びます。その契約に基づき、社協が福祉サービスの利
用援助を中心に、日常的な金銭管理や重要書類の預かり・保管などをお手伝いする事業です。

お手伝い（支援）するのは社会福祉協議会の「専門員」と「生活支援員」です。

困りごとや悩みについて
相談にのります。

あなたと話し合いながら
支援計画をつくります。

支援計画に
基づいて訪問し、
お手伝いします

送られてくる書類の内容が
わからないので教えてほしい

お金の使い方や支払いに
自信がない...

通帳や印鑑を自分で持っているのが
心配なので預かってほしい

近くにどんな施設やサービスが
あるのか知りたい

通 帳

専門員 生活支援員

日常生活自立支援事業について

施設やサービスなどの利用料の
相談や手続きをお願いしたい
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左ページで紹介している日常生活自立支援事業で、ご活躍
されている生活支援員さんにお話をうかがいました。

今回お話を伺ったのは…渡辺和利さん  新井満里子さん 加藤圭子さん

早速ですが、生活支援員をはじめたきっかけを教えてください。

みなさん講座を受けたことがきっかけで、活動されてちょうど１年が経つのですね。
活動されてみていかがですか？感想を教えてください。

みなさんコミュニケーションを大切にされ、利用者さん本人の立場に立って援助されていることがよく
伝わりました。最後に、今後どのように関わっていきたいとお考えですか。

ありがとうございました。みなさんが一人ひとり利用者さんに寄り添い、尊重し支援されていることが
伝わりました。これからもどうぞよろしくお願いします。

ボランティア活動などで困難を抱えている人に関わることがあり、もう少し踏み込んで支援できないかと思い、
社協の講座を受けたことがきっかけです。

定年後に社会と関わりをもてるように何か活動をしたいと思
い、大学で心理学を勉強しました。今民生委員をつとめており
ますがその時に講座参加のお声がかかりました。

仕事柄高齢者と関わりがあり、十人十色の
声掛けを学びたいと思い社協の講座を受
講したことがきっかけでした。

体も心も健康でないといけないなと実感しています。利用者の方と昔の仕事の話などをよくしますが、働いて
いたころのことをイキイキと話してくださいます。また、話の中でその人の困っていることなどを聞き取って専
門員に伝えるようにしています。

軽度認知症の方で、何度か訪問するうちに覚えてもらえるようになり、よく話してくださるようになったことが
嬉しかったです。「次はいつ来るの？」「ありがとね」と言われると、私自身の喜びに変わります。

利用者さんの気持ちの浮き沈みがある中で、前向きな変化がみられると関わって良かったと思います。

待っていてくださる方がいて、嬉しく思います。継続して関わることで打ち解けて、いろんなことを
話してくださいます。今後も利用者さんの状況の変化などに気を付けながら活動していきたいです。

最初は頼まれたことをこなすだけと思っていましたが、勉強会などにどんどん参加して、一人ひとり
の利用者さんに寄り添い、どんな支援が必要か考えていきたいですね。自分でできることを精一杯
やっていきたいと思います。

専門員の意見を聞きながら、自分の出来ることを模索しながら支援に入らせて頂ければと思います。
利用者の方が自立した生活が継続できるように、少しでもお手伝いできればと思っています。

みのかも
エール !

「日常生活自立支援事業 生活支援員」「日常生活自立支援事業 生活支援員」
第6回

社　協
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　美濃加茂市内を電動自転車で周り
ながら、ミッションをクリアしよう！
　ゴール地点では、野外体験や昼食
作りで地域の方と交流し、美濃加茂
市の魅力を再発見しよう！

日　　時：令和３年１１月１４日（日）　９時３０分〜１４時３０分　※雨天中止
集合場所：美濃太田駅南口
費　　用：無料
対　　象：市内在住のひとり親家庭の自転車に乗れる中学生　
 １０名（申込み多数の場合は抽選）
申込方法：１０月３０日（土）までに社会福祉協議会で配布している申込書に必要事項を記入し、ひとり親

家庭を証明する書類（児童扶養手当証明書、福祉医療費受給者証など）の写しを添えて、直
接または郵送で社会福祉協議会へ。 申込書は、社会福祉協議会ホームページ（https://
minokamo-shakyo.or.jp）からもダウンロードできます。

※新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。
※本事業は赤い羽根共同募金の配分金を受けて実施します。

「たすけあいの心」から行われる共同募金運動
期間：１０月１日～１２月３１日

赤い羽根共同募金目標額　　　 6,047,000円
歳末たすけあい募金目標額　　　 610,000円

　赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金は、誰もが住み慣れた地域で孤
立することなく、安心して暮らすことができるよう、地域の課題解決に取り
組む民間団体を応援するための募金です。
　「じぶんの町を良くするしくみ」として、サロンやボランティア活動、学校で
の福祉教育、災害時の備えなどに利用されています。
　今年も市民の皆様の温かいご協力を、心からお願い申し上げます。

　赤い羽根戸別募金　　一世帯当たりの目安額　４００円
配分金使い道の一部を紹介します　
⃝ボランティア活動支援事業　　　　　　
⃝ふれあい･いきいきサロン事業
⃝日常生活自立支援事業
⃝地域のつながりづくり事業

⃝福祉教育推進事業
⃝子ども食堂事業
⃝ひとり親家庭支援事業
⃝若者の居場所づくり事業

ひとり親家庭交流会
「e-Bike Quest 充電
させてもらえませんか？」

赤い羽根
共同募金にご協力を

お願いします

お知らせ

昨年の様子
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