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学習支援教室って？
●子どもたちが安心して学べる場所として開設しています。個人のペースに
合わせた学習習慣を身につけてもらい、学習意欲の向上を目指します。
●宿題や予習・復習を、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
定　　員：小学生（４年生以上）10 人、中学生 30 人
費　　用：無料
日　　時：金曜 17:30 ～ 19:30 ／
　　　　　土曜 13:30 ～ 16:00（中学生対象）
会　　場：総合福祉会館
申込・見学・問合せ：28-6111

　男性が気軽に集える場所を作っていきませんか。
　定年退職後、人との関わりや外に出る機会が少
なくなった男性を対象に、新たな生きがいの発見
や人との繋がりの構築を目的に、「俺の居場所」を
開催します。
　今年度は、年間を通して３回のコーヒー講座を
開催します。お気軽にご参加ください。

第 1 回目：令和４年７月4日（月）
時　　間：13時30分～ 15時30分
場　　所：美濃加茂市生涯学習センター　調理室 
対　　象：65歳以上の男性限定
受 講 料：無料
定　　員：15名
申込期限：令和4年6月24日（金）
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。

～日本赤十字社美濃加茂市
　地区からのお知らせ～

P.Nめいみ　　　　　  　　　社協四コマ劇場は、就労準備支援事業で関わっている方に作成していただきました。

「フードパントリーみのかもお結びん」の利用者を募集します。
合わせて食品の寄付も募集しています。

詳しくは、６ページをご覧ください。

社協
四コマ劇場
Vol.10

まちの大学minokamo
俺の居場所
俺のブレンドコーヒー編

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。

Q. 使い道は？
日赤社資は、災害救護・医療事業・血液事業・
赤十字奉仕団活動・各種講習会や国際活動な
どに有効活用されます。

社資募集にご協力をお願いします。

informationinformation

information

　赤十字の事業は、継続的に行うことが必要な
事業であるため、皆さまからの継続的なご支援
（社資）によって支えられています。日本赤十字
社の具体的な内容は、今号の折り込みチラシを
ご覧ください。

Q. 協力方法は？
自治会を通じてご協力をお願いしております。
ご協力いただきたい金額の目安
１世帯あたり５００円

お知らせ
information

地域のボランティアが
学習サポートや居場所づくりに
一緒に取り組んでいきます。
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美濃加茂市社会福祉協議会は、市民の皆さまのご協力を得ながら地域福祉事業に取り組みます。

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。

その他
●赤い羽根共同募金事業
●日本赤十字社事業

生活支援事業
●弁護士相談　　　　●結婚相談
●援護事業（被災者、交通遺児等）

●フードバンク事業
　（緊急食料支援、フードパントリーお結びん、
　  フードドライブ事業）
●生活福祉資金の貸付（TEL:28-5170）

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

ひまわりの家外観

総合福祉会館外観 健康コーナー むくの木 ランチ

作業の様子

子ども支援事業
●学習支援教室（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

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）
●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

権利擁護事業
●権利擁護支援センター運営
●日常生活自立支援事業
　TEL:28-1126

地区（支部）社協事業
●地区（支部）社協活動支援
●前平霊苑無縁墓地管理

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
●広報誌の発行 　　　●ホームページ
●SNS（Facebook、Instagram）

下米田
見守り会議

就労準備支援
ローゼル苗植え

の様子

子ども
食堂の様子

相談の
様子

ひとり親家庭交流会
（カヌー体験）

ミシンカフェ

福祉車両

高齢福祉
●居宅介護支援
　（ケアマネジャー）
　ケアプランの作成
　TEL:28-1101

●訪問介護（ホームヘルパー）
　訪問介護サービス（身体介助、家事援助）の提供
　TEL:23-0711

障がい福祉
●計画相談支援
  （サービス等利用計画の作成）
●障害支援区分認定調査
　TEL:28-6556

高齢・障がい・生活困窮などの困りごとに対して、専門員が相談者に寄り添い、
総合的な相談支援を行います。

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
題などの生活上の困りごとについて、ご本人と
一緒に解決に取り組んでいきます。　
　TEL:25-2111（内線 341）

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所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

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、及び市民福祉の向上に寄与する福祉活動
の拠点として、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。
健康コーナーでは、看護師が血圧測定や健康に関する相談に応じ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

令和4年度 事業計画

地域福祉

総合相談

総合福祉会館

ひまわりの家
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　社会福祉協議会は、「地域福祉の推進」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暮らせ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まいり
ます。
　本会の事業は、地域の皆さまをはじめ、企業、事業所等からの会費、市の助成金、寄付金などを財源に
実施しています。地域の皆さまには、本会の活動にご賛同いただき、会費納入についてご理解ご協力を賜
りますようお願いいたします。

福祉教育の推進
（パラスポーツ体験の様子）

社協活動の支援（友愛訪問で
お渡しする弁当作製の様子）

ふれあい・いきいきサロン

福祉機器の貸出 緊急食料支援 地域のつながりづくり
（高齢者向け講座・まちの大学minokamo）

支え合い 笑顔あふれる まちづくり

地域住民

美濃加茂市民

社協の活動に
賛同していただいた
企業・事業所等

会費は、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。

皆さまからの会費

美
濃
加
茂
市

社
会
福
祉
協
議
会

皆さまの会費はこのように活用されています

東今泉にこにこサロン
～地域共生社会の実現に向けて～

　今回のサロンは、minokamo まちづくり出前講座として西部長寿支援センターから講師を迎え開
催されました。春に気をつけたい健康の話を聞き、頭と体の体操を行いました。「楽しかったわ。」「家
にずっといるとつまらないから、こうやって出て来られるのが嬉しいです。」などの声があり、参加
者の皆さんから好評でした。
　サロンでは現在、茶話会を中止し、会場の消毒、参加者の皆さんの体調の確認などをきっちりと
行い、コロナ禍でも安心して出かけられる場所として開催されています。こういった感染対策をして
サロン活動を続けていることで、新しい仲間が増えているというお話も聞いています。

●藤吉伸一　 亡母  孝子 ●美濃加茂市社会福祉協力会
●(株)都筑

●匿名４名●めぐみの農業協同組合
●カーブス MEGAドン･キホーテ UNY美濃加茂店
●社協職員有志
●おてらおやつクラブ寂光院
●渡辺江利子　　●ソレイユ
●匿名11名

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。

（加茂野町東今泉地区）

（順不同・敬称略）

めぐみの農業協同組合様

美濃加茂市社会福祉協力会様

カーブス MEGAドン・キホーテUNY 美濃加茂店様

令和４年２月１日～令和４年５月10日まで

R4年4月12日 あまちの
森にて

R4年4月12日 あまちの
森にて

●岐阜県中古自動車販売協会
　岐阜県中古自動車販売商工組合
　　中濃支部美濃加茂ブロック
●美濃加茂市社会福祉協力会
●加瀬田令和きままクラブ
●匿名２名

福祉に役立てて

香典の一部を ひまわりの家へ

福祉に役立てて（フードバンク） 福祉に役立てて（物品）

ふれあい・いきいきサロン
あなたのまちにも

聞いてちょう

見てちょう

サロン訪問記

あたたかいご寄付ありがとうございます。

事業の実施主体
　市内全域対象…市社会福祉協議会
　地域対象…各地区の社会福祉協議会支部

地域へ還元

●  4  ●
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　　中濃支部美濃加茂ブロック
●美濃加茂市社会福祉協力会
●加瀬田令和きままクラブ
●匿名２名

福祉に役立てて

香典の一部を ひまわりの家へ

福祉に役立てて（フードバンク） 福祉に役立てて（物品）

ふれあい・いきいきサロン
あなたのまちにも

聞いてちょう

見てちょう

サロン訪問記

あたたかいご寄付ありがとうございます。

事業の実施主体
　市内全域対象…市社会福祉協議会
　地域対象…各地区の社会福祉協議会支部

地域へ還元
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対　　象 美濃加茂市にお住まいで、生活に困り食料品等を必要としている世帯
　　　　　　例）•子育て中のひとり親家庭　
　　　　　　　  •コロナウイルスの影響で、収入が減少し困っている方　等
実施日時 令和4年6月25日(土)　13時から15時
受付期間 6月1日(水)から6月18日(土)
定　　員 50世帯(先着順)
実施場所 美濃加茂市総合福祉会館
利  用  料 無料
申込み先 右記二次元バーコードまたは電話（28-6111）でお申込みください。

今後の予定：8月20日(土)、10月15日(土)、12月17日(土)、
　　　　　　令和5年2月18日(土)

HP インスタグラム Facebook

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

○募集している食品 ※なるべく賞味期限が長いもの
・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　
・お菓子　
・災害備蓄食品
・カップ麺

×お受けできないもの
・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
・手作りの食品
・お酒

「フードパントリーみのかもお結びん」
の利用者を募集しています

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。寄付していただいた食品は、生
活困窮世帯への配付や子ども食堂等で活用します。

食品の寄付を募集しています

〇 ×

生活に困り食料品等を必要としている方へ
食料品を無料配付する

もったいないをありがとうに

米、水、缶詰など
数点をお渡しする
予定です。

今後の申込期間などの
詳細は、HP、SNS 等
でご確認ください。
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今回は、（有）エムエスサービス代表取締役社長　塩原  徹也さんにお話を伺いました。

　本日は美濃加茂市を中心に福祉用具や電動カートの販売・レンタル事業を展開されている「エムエ
スサービス」塩原社長にお話を伺います。エムエスサービスさんには、事業の傍らひきこもりがちな方
が社会参加をする機会を提供していただいています。まずは、会社の事業についてお聞かせください。

地元密着のスピード感ある対応が可能になりますね。
ひきこもりがちな方に社会参加の活動機会を提供することになったきっかけを教えてください。

　エムエスサービスさんには作業だけでなく、ドラム演奏体験や焼き芋体験、
ボート体験など、楽しい体験の機会も提供していただいています。ひきこもり
がちな方は、相手に「どう受け入れられるんだろう」という心配や不安を常に抱
えています。そういった方にフラットに歩み寄っていただけるエムエスサービ
スさんには感謝しています。

　福祉や健康、環境に取り組まれるエムエスサービスさんには、今後もSDGsの目
標の一つ「パートナーシップで目標を達成しよう」を目指し、協働をお願いします！

　エムエスサービスでは主に２つの事業に取り組んでいます。一つは福祉用具貸与事業として、
ケアマネジャーさんを通じて介護保険の利用者様にベッドなどの福祉用具をレンタル、販売する
事業を行っています。もう一つは、電動カートのレンタル、販売などの卸事業を行っています。
　わが社は地域密着のメリットを生かして、電動カートの毎月のメンテナンスや利用者さんへ
の安全指導と車両点検を実施し、安心で快適にご利用頂けるよう努めております。

　長寿支援センターと心と暮らしの相談窓口の利用者様のお話になります。電動カートを利
用し、ひきこもりがちで荒れた生活をしてみえる心配な方がおられました。もともと大工仕事
などに従事しておられた方で、経験を生かして社会参加やボランティアをされると生活も改善
されるのではないかと職員の方からお伺いしていました。
　電動カートは納入の際、１台につき、大きな木製の「パレット」というものがついてきます。私
共はこれを解体する作業をしていました。作業としては簡単なのですが、時間が取られることも
あり、ボランティアで手伝っていただける方があればありがたいと長寿支援センターにお声がけ
して、引きこもりがちな方に来ていただきました。作業を大変きっちりとやってくださいました。
　この件を通して、ひきこもりがちな方が、就労をする前段階として社会経験を積む場を探し
ているということを知ることが出来ました。そういった社会経験を積むきっかけなら私共も本
業の傍ら提供できるかな、と考えて社協さんの事業に協力しています。パレット解体のような、 
いつでもお手伝いしてもらえる作業をお願いしています。今後も無理のない範囲で、地元での
社会貢献を行っていきたいですね。

　もともと電動カートの卸事業であまり外出をされない方と関わってきていたので、外に出た
くないという方の気持ちや事情を少し理解できていたことが根底にあります。社協職員さんか
らも、ひきこもりがちな方の好きなこと、得意なこと、どんな感じの方かなど事前の情報をきち
んといただけていたので、特に心配することなく受け入れができました。
　活動に参加された方の就労への意欲が高まり、具体的な動きがあったと伺ったときはうれし
かったですね。
　今後は、より一層地域に根差して、福祉用具を必要とされている方へサービスの提供が出来
るように頑張ります。パレットを解体した廃材の再利用なども考えていきたいですね。社会貢
献に取り組むことはSDGｓに取り組むことにもつながるので。

みのかも
エール !

「有限会社 エムエスサービス」「有限会社 エムエスサービス」
第9回

社　協

塩原さん

いろいろな種類の
電動カート

デザインも豊富です

パレット解体の様子
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学習支援教室って？
●子どもたちが安心して学べる場所として開設しています。個人のペースに
合わせた学習習慣を身につけてもらい、学習意欲の向上を目指します。
●宿題や予習・復習を、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
定　　員：小学生（４年生以上）10 人、中学生 30 人
費　　用：無料
日　　時：金曜 17:30 ～ 19:30 ／
　　　　　土曜 13:30 ～ 16:00（中学生対象）
会　　場：総合福祉会館
申込・見学・問合せ：28-6111

　男性が気軽に集える場所を作っていきませんか。
　定年退職後、人との関わりや外に出る機会が少
なくなった男性を対象に、新たな生きがいの発見
や人との繋がりの構築を目的に、「俺の居場所」を
開催します。
　今年度は、年間を通して３回のコーヒー講座を
開催します。お気軽にご参加ください。

第 1 回目：令和４年７月4日（月）
時　　間：13時30分～ 15時30分
場　　所：美濃加茂市生涯学習センター　調理室 
対　　象：65歳以上の男性限定
受 講 料：無料
定　　員：15名
申込期限：令和4年6月24日（金）
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。

～日本赤十字社美濃加茂市
　地区からのお知らせ～

P.Nめいみ　　　　　  　　　社協四コマ劇場は、就労準備支援事業で関わっている方に作成していただきました。

「フードパントリーみのかもお結びん」の利用者を募集します。
合わせて食品の寄付も募集しています。

詳しくは、６ページをご覧ください。

社協
四コマ劇場
Vol.10

まちの大学minokamo
俺の居場所
俺のブレンドコーヒー編

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。

Q. 使い道は？
日赤社資は、災害救護・医療事業・血液事業・
赤十字奉仕団活動・各種講習会や国際活動な
どに有効活用されます。

社資募集にご協力をお願いします。

informationinformation

information

　赤十字の事業は、継続的に行うことが必要な
事業であるため、皆さまからの継続的なご支援
（社資）によって支えられています。日本赤十字
社の具体的な内容は、今号の折り込みチラシを
ご覧ください。

Q. 協力方法は？
自治会を通じてご協力をお願いしております。
ご協力いただきたい金額の目安
１世帯あたり５００円

お知らせ
information

地域のボランティアが
学習サポートや居場所づくりに
一緒に取り組んでいきます。

2

4

1

3
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