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YouTubeチャンネルから元気と笑顔を届けます。
コロナウイルス感染症拡大の影響で施設などでのボランティア活動が難しい中、YouTubeチャ
ンネルを使い、ボランティア団体による楽器演奏や歌・踊りなどの楽しい動画を配信しています。
また、事業の紹介動画も配信し、随時更新していきますので、みなさんぜひご覧ください。

○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。

YouTubeの他、HPやSNSもやってます！

ホームページ YouTube Instagram Facebook
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子ども食堂支援

ひとり親家庭交流

若者の居場所づくり

ミシンカフェ

まちの大学minokamoボランティア活動支援

ふれあい・いきいきサロン

共同募金運動結果報告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。

美濃加茂市での赤い羽根共同募金の主な使い道（令和２年度の募金で、３年度事業に使われたもの）
◦地域福祉事業の実施（下記写真の事業等）
◦日常生活自立支援事業利用者（低所得者）への利用料助成
◦ふれあい・いきいきサロン活動助成

美濃加茂市での歳末たすけあい募金の使い道
◦ひとり暮らし高齢者歳末見守り事業…民生委員のご協力のもと、友愛訪問を行い、見舞品をお渡ししました。
◦社会福祉施設支援事業…市内社会福祉施設に手指消毒用アルコールを配付しました。

赤い羽根共同募金 ： 6,114,058円
募集期間：１０月１日～１２月３１日

歳末たすけあい募金 ： 507,481円
募集期間：１２月１日～１２月３１日

皆さまからいただいた募金は
このような事業にも

使われています。

令和３年度令和３年度
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美濃加茂市健寿連合会 美濃加茂善意銀行 加茂女会本部 小山寺・光徳寺

⃝光徳寺・小山寺 ⃝美濃加茂善意銀行 ⃝加茂女会本部
⃝美濃加茂市健寿連合会 ⃝山仲農園 ⃝髙井光枝 
⃝今枝孝之 ⃝西田知子 ⃝オークワ美濃加茂店募金箱 
⃝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 ⃝匿名１名

赤い羽根募金
⃝各地区自治会
⃝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
⃝木村重雄
⃝福祉会館募金箱
⃝美濃加茂市役所職員
⃝野中義明
⃝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

赤い羽根募金（ダイレクトメール）
⃝エスラインヒダ美濃加茂支店
⃝僕のＡパン美のかも山手店
⃝黒岩清保税理士事務所
⃝グレイス
⃝まごころ弁当  美濃太田店
⃝Lucky Leaf
⃝加茂硝子店
⃝(株)エナ重機可茂営業所
⃝(株)カミノ
⃝日伯産業(株)
⃝ニューパワー東海協同組合
⃝わたなべ内科クリニック
⃝(株)小津看板
⃝(特医)録三会　太田病院

⃝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)ほうゆう
⃝(医)清風会　林クリニック
⃝(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
⃝織部需事務所
⃝(有)石田金物店
⃝(有)森看板
⃝三和木材(株)
⃝あんどう理容
⃝益浩不動産
⃝小原会計事務所
⃝シェ・ドゥーヴル
⃝ふかがや眼科
⃝(有)本多建設
⃝(株)ワタケン・ホーム
⃝弘明電気工業(株)
⃝福井事務所
⃝(株)愛和
⃝禅隆寺
⃝(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)
⃝中濃瓦斯(株)
⃝(株)ハラ商事
⃝日江井外科
⃝岐阜防災(株)
⃝(株)技研オガワ
⃝加茂オート（株）
⃝(有)中央木材
⃝(株)山登ゴム
⃝(行)伊藤事務所
⃝(有)山義組
⃝(有)リタッグ
⃝(株)長井産業
⃝(有)東海金物店
⃝小池農園
⃝(株)友進道路
⃝西禅寺
⃝まぶち行政書士事務所
⃝(株)トーエネック加茂営業所
⃝(有)ヤマダ技研
⃝(有)伊瀬ゴルフクラブ
⃝(有)平野製作所
⃝観音寺
⃝ユニバーサル製缶(株)
⃝(株)西田技巧
⃝加茂う
⃝小川機工(株)
⃝(株)キンジョー
⃝亀山登記測量事務所
⃝名北工業(株)

⃝法仙坊ゴルフ倶楽部
⃝(有)クマシロエイム
⃝グループホーム 

ぬくもりの里かもの
⃝(株)深貝組
⃝藤田久夫税理士事務所
⃝ＳＲ企画
⃝さぐち内科
⃝(有)福田塗装
⃝三栄精工(株)
⃝中部技研(有)
⃝バードグリーン
⃝いこまファミリークリニック
⃝(宗)正眼寺
⃝(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
⃝(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
⃝(有)松吉商店

歳末たすけあい募金にご協力いただいた団体・個人　紹介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）
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　サロンでは恒例の「左義長（どんど焼
き）」が行われていました。サロンで行わ
れる前には、隣近所の3軒くらいでこぢ
んまりとされていましたが、サロンが開
設されてからは地域の行事として毎年行
われているそうです。1年の災いを払い、新年を良い年にと火をたく準備を男性がされ、家庭から持ち寄ったし
め飾り等を、どんど焼きの火にくべながら会話に花が咲いていました。寒い日でしたが、ボランティアさん手作
りの汁物で体も温まり、楽しい時間を過ごされていました。
　日本の伝統ある行事を、今後もサロンで続けてもらえるといいと思いました。

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

りん：ず～っと、マスクしとらないかんで嫌やけど、マスクしとっても口が臭いって言われたんやわ。
みの：それはあかんね。もしかしたら、りんさんは口呼吸になっとるんやないかね？マスクしとると口呼吸になる

人が多いらしいよ。
　　  口呼吸しとると、口臭の原因になる虫歯や歯周病になりやすいんやと。『口の中が乾燥して唾液の自浄作

用(歯の表面や歯の間に付いた歯垢や食べカスを洗い流す作用)が働かなくなると、プラークが付着しや
すくなったり、虫歯や歯周病の原因になる菌が繁殖してしまう。』ちゅうことやよ。

りん：そりゃああかんわ。どうしたらええんやろう？
みの：そうやね、

お口のケア
★口の中に食べかすが残らないように、食後には歯磨きやうがいをする
★口が乾燥しないように、水分を十分にとり、鼻呼吸を意識する
★定期的に歯医者さんに診てもらう

 りんさんも口臭が気になるなら、鼻呼吸を意識してお口のケアをやってみやあね。

あなたの
　まちにも

 大洞ふれあいサロン
（伊深町大洞地区）　

ふ いあ い サ ンれ い き き ロ

令和4年1月14日（金）

聞いてちょう、見てちょう
サロン訪問記・

健康のはなし
みのさんとりんさんの会話

●  4  ●



social welfare council

MINOKAMO No.181

どうして沼ハマチャレンジに
応募しましたか？

　新型コロナウィルスで大学のサークル活動がな
く、そんな状況下でも、自分の趣味であるアイドルを
応援することを通して、それに関連するイベントを誰
かと集まって作りあげていきたいという願望があっ
たため、この活動に応募しました。また、一般的に
いわれている「アイドルオタク＝近寄り難い」という
ようなマイナスなイメージに長年疑問を抱いていて、
福祉を通して地域活性化に貢献することで、このあ
まり良いと思われていないイメージを払拭したいと
いう思いもありました。

どのような活動をされましたか？
　イベントを行なうために自分の趣味を見つめ直す
ところから始め、アイドルオタクのニーズに合わせた
アイドルカフェを企画しました。またSNS運営やチ
ラシ作りなど学校などでは体験できないような活
動にも力を入れました。

　アイドルカフェを企画してくれた
Kさん。20代から90代まで幅広い
年代の方からのお申込みをいただ
いておりましたが、残念ながら新型
コロナウイルス感染拡大により、2
度の延期となってしまいました。で
も必ず 開 催したい！というKさん
の想いをぜひ春以降形にしたいと
思っております。皆さんのご参加を
おまちしています。

福祉に役立てて （物品）
⃝母子寡婦福祉会
⃝中島　洋子
⃝匿名2名

香典の一部を
⃝渡邊　逸郎　
　　亡妻　美幸

子ども食堂へ
⃝奥村　研次
⃝匿名1名

ひまわりの家へ
⃝（株）都筑
⃝匿名1名

福祉に役立てて
⃝株式会社フジイ
⃝石原　正彦
⃝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
⃝永昌院（おてらおやつクラブ）
⃝KYB株式会社　⃝SSC株式会社
⃝山口　正彦　　⃝中島 洋子
⃝（一社）中濃法人会 女性部会
⃝若尾製菓（株）  ⃝匿名15名

学習支援・ひとり親家庭交流会へ
⃝美濃加茂ライオンズクラブ
⃝株式会社フジイ
⃝子ども家庭支援センターとも
⃝成松 秋吉
⃝匿名13名

あたたかいご寄付  ありがとうございます

あなたの「好き」を全力で応援します！

（令和３年10月11日～令和４年1月31日まで）順不同・敬称略

Twitterインスタ

「「沼沼ハハママチチャャレレンンジジ」」
沼ハマチャレンジとは……
あなたの好きなこと、興味を持っているこ
とについて、詳しい大人に会いにいって話
を聞いたり、一緒に何かを
やってみたりして、あなたの

「好き」の世界を広げよう！
「社協スタッフが全力で応
援する企画です」 沼ハマ

Q1

Q2

今回チャレンジしてくれた
Kさんにインタビュー

　沼ハマチャレンジャーも引き続
きおまちしています！まずは、あな
たの「好き」を教えてください。

チャレンジャー
インタビュー

●  5  ●
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パートヘルパーの後藤さん（左）、山田さん（右）

第８回はパートヘルパーさんのお話を伺いました。お二人とも明るく、元気で社協の訪問介護事業を
支えてくださる人材です！

まずは、後藤さんと山田さん、お二人がヘルパーとして働き始めたきっかけを教えてください。

お二人ともそれぞれのきっかけで、社協のヘルパーとして勤めてくださっているんですね。
ヘルパーをしていて印象に残っているエピソード等はありますか？

普段から、利用者さんと信頼関係を築いているからこそのやり取りや、ヘルパーとして大切にしてい
らっしゃる姿勢がよくわかるお話ですね。

私は23年間派遣会社で働いていました。でもある時から、これからは
介護が大切な仕事になってくるんじゃないかって考え始め、60歳にな
る前にと思ってヘルパーの勉強を始めました。ヘルパーになって最初
の3年間は施設に勤めましたね。夜勤や早出のある施設だったから、
母の介護が始まって、続けるかどうか悩んでいました。たまたま母のヘ
ルパーさんが社協の訪問介護事業所の方で、私の話を聞いて「それな
ら社協のパートヘルパーで働いてみたら」と誘っていただけて、すぐに
転職しました。

私は25年間経理事務の仕事をしていたんですけど、60歳を目前に本当
に突然会社が倒産してしまって。ハローワークに相談に行ったら、ヘル
パーの資格取得の制度があることを教えてもらって、資格を取りました。
民生委員を経験して社協にも出入りするようになったことがきっかけで
働き始めました。私は親の介護は遠方だったこともあって、兄嫁さんに
任せきりだったんです。だから、ヘルパーとして自分の親をみているつも
りで働いています。

普段は私のことを「くそばばあ！」って怒鳴る利用者さんが、私の靴下に穴が空いているのを見つけて、
お財布を投げてよこしたの。「この金で一番いい靴下買え！」って言って、気にしてくれたのね。そういう
思いやりのあるやり取りが時々あると、次からも頑張ろうって思えますね。

家族との縁が薄い方のところに支援に入ることがあります。その方は、戦中、戦後の混乱の中で独
身を通された方でとてもきれい好きな方でした。それでも認知症が進んでくると、部屋が汚れていっ
たり、幻覚が見えたりと大変な状況になっていかれます。その中で、ヘルパーが訪問している間は元
の生活に近い気分で過ごしていただけているかなと思います。

みのかも
エール !

「社協訪問介護事業所 パートヘルパー」「社協訪問介護事業所 パートヘルパー」
第8回

社　協

山田さん

後藤さん

お仕事中のお二人！ 　洗濯や調理といった生活の基本となる部分を支援するのもヘルパーの仕事です。

●  6  ●
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実際に働かれているお二人に改めてお聞きします。社協のパートヘルパーとして働く魅力はなんでしょうか。

本日は貴重なお話をありがとうございました！
これからも、在宅支援を必要とされる方に寄り添ってご活躍ください！

わからないことを聞くと、主任さんたちが丁寧に教えてくれます。聞くことができるって大切ですよね。
あとね、こんな年齢になっても雇ってもらえるところ！（笑）　主人から「お前、そんな齢で働かせてもらっ
ていていいんか」なんて言われて「そうだなぁ」って思うんですけど、働かせてもらってるわね（笑）。

本当にそう。高齢になっても働けるってありがたいです。
前の職場は急な休みがとりにくかったのですが、社協は急な休みにも対応してもらえるから助かって
います。仕事量も自分で対応できる範囲で調整できるので働きやすいですよ。

訪問介護員（ホームヘルパー）募集！訪問介護員（ホームヘルパー）募集！ 社協四コマ劇場　Ｖｏｌ．9

週１日からOK！直行直帰型なので
家庭との両立もできます。

仕 事 内 容
介護保険の認定を受けた方や障がいのある方等の自宅を訪問し、
　⃝入浴、排せつ介助の身体介護
　⃝調理、掃除、洗濯の生活援助　　を行っていただきます。

雇 用 形 態
パート労働者

勤 務 時 間
8：00～18：00の間の１時間以上

賃 　 　 金
時給1,030円～1,290円　このほかに処遇改善手当の支給あり

資 格 ・ 免 許
介護職員初任者研修　修了者
普通自動車免許（AT限定可）

◎仕事内容についての問い合わせは、訪問介護グループ（23-0711）へ
◎採用についての問い合わせは、総務係（28-6111）へ

この四コマは、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！）

掃除・買い物・調理など普段の
経験がすぐに仕事に活かせます

P.Nめいみ
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まちの大学 minokamo
　　「スマートフォンはじめて講座
　　　　　楽しみながら触れてみよう～」
　「欲しいけど、使えるのか不安…」「買ったけ
ど、わからないことだらけ」など、スマートフォ
ン初心者向けの基礎から学べる講座です。
　スマホはお貸ししますので、気軽に体験して
みませんか？どこの会社の携帯電話をお使いの
方でも受講していただけます。

日　時：令和４年４月２０日（水）／２６日（火） いずれか１日
時　間：１３時３０分～１５時３０分
場　所：総合福祉会館
対　象：６５歳以上の美濃加茂市民
受講料：無料（スマホ機材貸出します）
定　員：１５名（先着順）
申込期限：開催日の１週間前まで
申込・問合せ：総合福祉会館窓口又は電話（28-6111）
　　　　　　  でお申込みください。　

交通遺児世帯の
援護金について

　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。

問合せ先
　地域福祉係 0574-28-6111

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

期　間：令和４年４月１９日から６月２８日
　　　　毎週火曜日開催（５月３日を除く）　全１０回
時　間：１０時３０分～１２時００分　　
対　象：美濃加茂市民
受講料：無料　
　　　　※ただし、テキスト代金（９９０円）のみ自己負担
定　員：１０名（先着順）
申込期限：３月１日（火）から３月３１日（木）　
申込・問合せ：総合福祉会館窓口又は電話（28-6111）
　　　　　　  でお申込みください。　

ミシンカフェぬいぬい
　簡単な縫い物や、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
に手伝っていただきます。新学期の準備をしませんか。

日　時：４月14日(木）、27日(水）、５月12日(木）、25日(水）
　　　　９：３０～１１：３０／１３：００～１５：００
場　所：総合福祉会館　　　利用料：無料
申込み：電話（28-6111）にてお申込みください。
　　　  毎月２回ほど開催しています。お気軽にご参加ください。
問合せ先：地域福祉係 0574-28-6111

⃝「平成３０年７月豪雨災害義援金」 …  8０，４１５円
⃝「令和２年７月豪雨災害義援金」　…  ６5，０００円
⃝「令和３年７月大雨災害義援金」　…  ３５，２９２円
⃝「令和３年８月大雨災害義援金」　…  ２４，８３７円
⃝「トンガ大洋州噴火津波救援金」  …  10,000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。

社協みのかも　第181号

令和３年度
災害義援金報告
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