
20212021

第180号

12

目次
P2～3 社会福祉大会 P7 サロン／ひまわりの家
P4～5 心と暮らしの相談窓口 P8 お知らせ
P 6 みのかもエール

令和３年１１月１１日、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の開催となりました。

○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。

▲美濃加茂市
　社会福祉協議会
　会長表彰・感謝状贈呈者

◀岐阜県共同募金会
　美濃加茂市支会
　支会長感謝状贈呈者

令和３年度
美濃加茂市
社会福祉大会



社協みのかも　第180号

美濃加茂市社会福祉大会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。   

（順不同・敬称略）

社会福祉団体役職員（3名）
⃝山田　安子　（美濃加茂母子寡婦福祉会）	 ⃝小森　さわ子（美濃加茂母子寡婦福祉会）
⃝藤吉　弘枝　（美濃加茂母子寡婦福祉会）

ボランティア個人（11名）
⃝美濃輪　光正（あじさいハーモニカ同好会）
⃝加藤　輝男　（ふれあい森山団地サロン）
⃝髙橋　久実子（ふれあいサロン田畑）
⃝山田　いずみ（加茂地区更生保護女性会）
⃝木村　美保子（加茂地区更生保護女性会）
⃝西村　みどり（加茂地区更生保護女性会）

⃝三宅　正子　（手話サークルやまびこ）
⃝鈴木　幸子　（ふくの会）
⃝加藤　惠子　（みのかも花づくりの会）
⃝林　節子　　（みのかも花づくりの会）
⃝酒向　紘一　（三和中央いきいきサロン）

社会福祉協議会　特別会員40年（5法人）
⃝伊深の森カントリークラブ	 ⃝（有）東虎商事	
⃝岐阜防災（株）	 ⃝（株）中日コンサルタント	
⃝のぞみの丘ホスピタル

社会福祉協議会　特別会員30年（8法人）
⃝（社福）慈恵会	 ⃝山崎機工（株）	 ⃝（有）福田塗装	
⃝（株）モリテック	 ⃝（株）ワタケン・ホーム	 ⃝（一財）総合保健センター
⃝東濃信用金庫山手支店	 ⃝（株）うを完

社会福祉協議会　特別会員20年（3法人）
⃝（医）和恵会		野尻内科医院	 ⃝桑原木材（株）美濃加茂加工センター	 ⃝いど眼科

社会福祉協議会　特別会員10年（18法人・1名）
⃝(株)ハイロード	 ⃝マルワ(株)	 ⃝光徳寺
⃝マル共ホームズ(株)美濃加茂事務所	 ⃝小山寺	 ⃝清水電子工業(株)
⃝丸ト鶏卵販売(株)岐阜工場	 ⃝加茂う	 ⃝（有）平野製作所
⃝西禅寺	 ⃝シェ･ドゥーヴル	 ⃝C.K接骨院
⃝加茂オート(株)	 ⃝行政書士法人伊藤事務所	 ⃝藤田久夫税理士事務所
⃝ニューパワー東海協同組合	 ⃝(株)エナ重機可茂営業所	 ⃝ＪＰ労組岐阜東都支部
⃝福地　誉

美 濃 加 茂 市
社会福祉協議会 会長表彰

美 濃 加 茂 市
社会福祉協議会 会長感謝状

令和
３年度
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高額寄付者（1団体・4名）
⃝(株)コイワボンドマニュファクチャリング	 ⃝北川　明美
⃝波多野　義之	 ⃝大沢　美智子	 ⃝成瀬　美里

社会福祉協議会 退任役員（5名）
⃝野中　義明	 ⃝渡邉　厚	 ⃝坂井　道夫
⃝市原　誠	 ⃝渡邉　栄三

共同募金にご協力いただいた方 （々2法人・20団体・1名）
⃝太田地区自治会	 ⃝太田町佛教会	 ⃝山仲農園
⃝古井地区自治会	 ⃝光徳寺・小山寺	 ⃝(株)大脇商店　太田工場
⃝山之上地区自治会	 ⃝美濃加茂市民生・児童委員協議会	 ⃝上古井中組健寿会
⃝蜂屋地区自治会	 ⃝可茂消防事務組合	 ⃝川合西健寿会
⃝加茂野地区自治会	 ⃝美濃加茂市役所	職員一同	 ⃝加茂野鷹之巣健寿会
⃝伊深地区自治会	 ⃝たから幼稚園	園児職員一同	 ⃝下米田牧野健寿会
⃝三和地区自治会	 ⃝美濃加茂善意銀行	 ⃝髙井		光枝
⃝下米田地区自治会	 ⃝加茂女会

香典の一部を 　　　　 子ども食堂へ
⃝中島	芳子　亡夫	勝　　⃝匿名１名

ひまわりの家へ
⃝美濃加茂市社会福祉協力会

学習支援・ひとり親家庭交流会へ
⃝美濃加茂母子寡婦福祉会	⃝（株）王将フードサービス
⃝ドミノ・ピザ美濃加茂店		⃝美濃加茂ライオンズクラブ
⃝木澤　收平	 		⃝匿名3名

福祉に役立てて
⃝minokamo	shop	 ⃝匿名1名

福祉に役立てて （物品）
⃝東洋羽毛東海販売（株）		⃝佐藤	洋平		⃝匿名４名

福祉に役立てて （フードバンク）
⃝めぐみの農業協同組合
⃝おてらおやつクラブ（清安寺・永昌寺・善教寺）
⃝匿名4名

あたたかいご寄付  ありがとうございます （令和３年8月１日～10月10日まで）  順不同・敬称略

社協特別会員のご紹介
⃝（有）寿土木	 ⃝(株)エスラインヒダ美濃加茂店	 ⃝(株)加茂興業	 ⃝明応こども園
⃝福地　誉	 ⃝(株)しげ　　　　　　　　　　　　　　　　会費にご協力ありがとうございました。

（令和３年 8 月 25 日～ 10 月 31 日）　順不同・敬称略

岐阜県共同募金会
美 濃 加 茂 市 支 会 支会長感謝状

●  3  ●



社協みのかも　第180号

『心と暮らしの相談窓口』です

　自立相談窓口では、「仕事のこと」「お金のこと」「家族関係」「ひきこもり」「不登校」「こころの病」「発達障がい」「人
づきあいが苦手」など暮らしの中の困りごとや悩みごとを相談員が寄り添いながら一緒に解決策を考えていきます。
　ご本人をはじめ、ご家族の方、地域の方々など、どなたでもお気軽にご相談ください。

自立相談支援事業

　「毎月のお金のやりくりがうまくいかない」「借金をたくさん抱えていて、返済が追い付かない」「貯金をしていきたい
けど、どのようにお金を貯めたらいいのかわからない」など、そんなお悩みを相談員と一緒に考えていくのが、家計改善
支援事業です。月々の収支を、ためておいてもらったレシートやヒアリングによりまとめて「見える化」し、必要な支出
を確認したり、将来のお金の動きを図式化したり、借金の返済をどのように計画していくかを考えたりと、お金に関する
様々な困りごとの対応をしています。家計管理の目標を立てて、どのように達成していくかを一緒に考えていきます。

家計改善支援事業

　社会とのつながりが希薄であるひきこもりや不登校などの方に対して、人や地域とつながり、ともに生きていこう
という気持ちが湧き上がるようなサポートを行っています。その人に合わせた様々な活動や作業を通じて社会参加を
行い、自己肯定感や自己有用感を高めるよう支援しています。

就労準備支援事業

就労準備支援事業：大豆の袋詰め作業

畑の草取り作業

こんにちは！

食費・外食
23,138　18％

娯楽費  1,250　1％

お酒  3,696　3％

タバコ  3,500　3％

日用品  2,046　2％

衣類  0　0％

医療・薬  1,180　1％

電気  3,323　2％

ガス  4,527　3％

ガソリン等  4,131　3％
家賃
50,000　38％

電話
8,900　7％

返済
25,000　19％

【○月○日】

家計改善支援事業
グラフやキャッシュ
フロー表で家計の
見える化をします
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　「地域共生社会」という言葉を聞いたことがありますか？地域共生社会と
は、年齢や性別・障がいの有無などにかかわらず、すべての人が自分らし
く幸せに暮らすことのできる社会のことで、国はその実現に向けて、様々
な取り組みを行っています。
　美濃加茂市では、包括的な支援体制の構築に向けて、「多機関の協働を促
進するための研修会」「高齢・障がい・児童・生活困窮・健康・保健・地域
の支援者が集う連絡会」「社協内の横断的な連携強化のための連絡会」「教
育と福祉の連携を促進するための会議」などを設置して、行政職員と福祉
関係者がそれぞれの役割・機能・専門性を理解し、ともに学び合い、「誰も
が受け入れられる地域づくり」「誰一人置き去りにしない地域づくり」に取
り組んでいます。

　あるお母さんから、『息子のことで相談したい。40 代の息子が、
仕事もせず、部屋にこもってゲームばかりしている。どうしたらい
いのか…』と相談がありました。 
　息子さんと会い、徐々に会う回数を重ねることで少しずつゲーム
の話をしてくれるようになり、次の面談を楽しみにしてくれるよう
になりました。 
　しばらくすると、『本当は、借金があって…』と打ち明けられ、相
談員と一緒に弁護士事務所に相談に行き、債務整理の手続きを進め
ていくことになりました。
　しだいに、ゲーム以外の話もしてくれるようになり、『自分もやっ
ぱり働きたい。でも、自分にできることなんてあるのかな』と、働
くことへの関心をみせてくれるようになりました。そこで、空き家
の清掃や草刈りなど、地域から依頼された作業へ定期的に参加する
ようになりました。 
　地域の方から『ありがとう』の言葉をもらい、『また次も参加した
いな』と言って、今では毎月のように地域活動に参加されるように
なりました。お母さんも、『最近は息子との会話が増えました。ちょ
っと自信がついたみたいです』と安心した表情を見せてくださって
います。 

【お問い合わせ先】
心と暮らしの相談窓口（美濃加茂市役所福祉課内）
TEL25-2111（内）341　FAX25-3878
E-mail:se-kon@minokamo-shakyo.or.jp

福祉相談機関協働推進事業

こんなことがありました

▲ひきこもりがちな方に描いていただきました。その人の得意なことを活かして、様々なことに協力いただいています。

P.N　めいみ

▲福祉相談機関協働推進事業：多機関協働を
　考える研修会の様子
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今回お話をお聞きした酒向謙治会長（右）と井戸春子さん（左）　お二人はなんと小学校からの幼馴染！

※心と暮らしの相談窓口ではひきこもりがちな方々の「つながりづくり」の活動として、空き家の清掃や公用車の洗車などを実施しています。

今回は「山之上まちづくり協議会」（以下、まち協）の酒向会長と井戸さんにお話を伺います。
2019年より地域のつながりづくりの一環として、心と暮らしの相談窓口ではひきこもりがちな方々と
まち協の方々が一緒に活動する取り組みを行っています。その一つがローゼルの収穫や袋詰めといっ
た活動になります。

まち協がひきこもりがちな方々と一緒に活動することを決めた経緯を教えてください。また、ひきこも
りがちな方々と活動する際に戸惑いや心配はありましたか？

まち協の方が気さくに対応してくださるので、ひきこもりがちな方々もうれしいと話しています。まち
協の方々と一緒に活動する機会があることで、ひきこもりがちな方々が自分の役割と出番をみつけ、自
信をつけていくことができています。
今後の活動の目標はどんなことですか？

ありがとうございます。まち協さんとの活動を通して、地域を楽しく元気にする活動と福祉がつながる
ことは、大きな可能性に広がっていくことが分かりました。社協も一緒に「楽しむ」ことを大切にしなが
ら、福祉のまちづくりを進めていきたいと思います。

まち協ではローゼルの栽培・加工・販売、薪の伐採から販売までを行っています。時間がかかる作業も
あって人手が欲しいと思っていたところに、連絡所長さんから、ひきこもりがちな方々が地域でつなが
りづくりの活動(※)をされていると聞いて、それならば手伝ってもらおうとなりました。

ローゼルの収穫や種出しといった作業を嫌がられないかなと心配していました。でも実際は根気よく
作業をしてもらえます。誰かと一緒に作業する楽しさを実感できる機会をまち協で作ることができる
のはいいな、と思います。実際の活動では話をしながら作業をして、お互いに楽しんでいます。

まち協の５つの行動指針の中に「楽しい」があります。みんなでやるのが「楽しい」というのが大切だ
と思います。ひきこもりがちな方々が参加している薪割りでも、みんなで動いて、ご飯を食べるから
楽しいですね。

まち協で用意したご飯を「おいしい」って食べてもらえるとこちらもうれしくなりますね。ボランティ
アって「相手が喜んでくれた、よかった！」って思うことが原点ですよね。

季節の行事や食べ物を、地域の人はもちろんのこと、ひきこもりがちな方々も含め市内の方々と楽しみた
いです。私が母や祖母から伝えられたように、「食」を通じて季節を楽しむことを伝えていきたいですね。

それが「文化」ですよね。私たちは「山之上が好き」という郷土愛が活動の原点にあります。自分の住
んでいるところを愛して、活動するとつながりが出来ます。つながりがあれば、万が一災害があって
も助け合えるような地域になりますね。

みのかも
エール !

「山之上まちづくり協議会」「山之上まちづくり協議会」
第7回

社　協

ひきこもりがちな方
も参加したローゼル
の袋づめ作業風景
（令和元年度撮影）

●ローゼル
ガクの部分をジャムやハーブティーに加工する。
ビタミンCが豊富で美容にも効果があるとされ
ている。

酒向さん

井戸さん
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　雨の多い時期でしたが、この日は青空
の下、サロン活動としてウォーキングが
行われました。
　古井の天狗山が目的地のコースと、体
力に応じて途中から引き返すコースと２
つに分かれ、マスクをしていても差し支えないようなゆっくりとした速さで１万歩くらい歩かれたそうです。
　感染予防対策が必要になってからは、「コロナ禍でも安心して活動できるのは、ウォーキング！」と、こちらのサ
ロンではウォーキングをされることが多いです。

※サロンについてのご相談は、健康推進グループ（TEL 66-１０２７）までお問い合わせください。　　

　ひまわりの家では、就労継続支援B型と生活介護のサー
ビスを提供しています。利用者は１８歳以上の障がいのあ
る方（障害福祉サービス受給者証受給者）で施設内外で
の作業や活動の他、音楽療法などを行っています。

あなたの
　まちにも

なんじゃもんじゃ中部台
（蜂屋地区中部台）　

ふ いあ い サ ンれ い き き ロ

令和３年９月７日（火）

聞いてちょう、見てちょう
サロン訪問記・

《お問い合わせ》ひまわりの家　TEL・FAX（0574）25-8197

中之島公園で太鼓の練習 美濃太田駅前の清掃 施設内作業の様子

ひまわりの家

新商品のご案内！新商品のご案内！ 封筒・名刺の印刷を承ります封筒・名刺の印刷を承ります

★名刺印刷（片面）　　
　名刺モノクロ印刷　　　　　　  100枚　1,595円
　名刺カラー印刷　　　　　　　  100枚　1,650円
★封筒印刷（片面）　
　長３クラフト封筒モノクロ印刷　1000枚 11,550円
　角２クラフト封筒モノクロ印刷　  500枚   9,185円

布ぞうり 草木染マスク
すべて柄が違います 桜・栗・よもぎから染めました

（税込価格）
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　昨今、社会構造の変化や地域とのつながりの希薄化など
の複合的な課題によって生きづらさを抱える方が多く存在
し、学校に登校することをためらう「不登校」という現象が全国各地で見ら
れます。当事者や家族の状況や思いを理解することを通じて、身近な地域
の中に安心感と寛容性のある“居場所”をつくり出すために、何が必要なの
かを一緒に考えていきましょう。

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4年2月5日（土）13:30～15:30
場　　所：総合福祉会館ふれあいホール

　地域コミュニティの変化に伴い、個人や世帯の抱える「生き
づらさ」は複雑化・多様化しています。
　地域で暮らしを営む中で、いたわりつつ、気にかけあう「お
互いさまの関係性」を広げていくために、一人ひとりが取り組むことができる
最初の一歩について考えることを目的としています。

講　　師：福井　里江氏（東京学芸大学准教授）
日　　時：令和4年3月12日（土）13:30～15:30
場　　所：総合福祉会館ふれあいホール

【申込・問い合わせ先】 心と暮らしの相談窓口（美濃加茂市役所福祉課内）
　　　　　　　　　　TEL25-2111（内）341　FAX25-3878　E-mail:se-kon@minokamo-shakyo.or.jp

※新型コロナウィルス感染症の拡大状況などを考慮し、中止や延期となる場合もあります。

期間：１２月１日～３１日

予約制

歳末たすけあい募金にご協力お願いします

【申込・問い合わせ先】
心と暮らしの相談窓口（美濃加茂市役所福祉課内）
☎ 25-2111（内）341　FAX25-3878　E-mail:se-kon@minokamo-shakyo.or.jp

　　期間：12月１日～１２月３１日

　「みんなで　ささえあう　あったかい地域」をスローガンに、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、民生委員の皆様にご協力いただき、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。

社協みのかも　第180号

これからのこれからの
不登校との向き合い方不登校との向き合い方
～私達ができる３つのこと～

あなたらしさと生きるあなたらしさと生きる
～“お互いさま”で紡ぐ

　　　優しいつながり～

歳末たすけあい募金に歳末たすけあい募金に
ご協力をお願いしますご協力をお願いします

お知らせ

講演会講演会
予約制

予約制
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