
2022

第183号

10

目次
P2～3 事業報告 P8 サロン/寄付紹介
P4～5 フェスティバル案内 P9 みのかもエール！
P6～7 会費報告 P10 お知らせ

○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。

就労準備支援事業は、「社会に出ることに不安がある」、
「うまくコミュニケーションが取れない」といった理由ですぐ
に職に就くことが難しい方たちを支援する事業です。さま
ざまな活動を通じて、日常生活のリズムを整え、地域と繋
がり、他者との関わりについて学び、コミュニケーション能
力を高めていただくことを目的としています。
美濃加茂市社会福祉協議会では、本人の趣味や特技な

ど、「好きなもの・こと」や「興味のあること」に関わる活動、
また居場所づくりなどを通して、本人が自分の意思で主体
的に参加できるような企画を実施しています。
社会参加できる場の提供など、事業にご協力いただける
法人や団体がありましたら、美濃加茂市心と暮らしの相談
窓口（☎0574-25-2111 内線341）までご連絡ください。

日　時　令和４年10月22日（土）9：30～14：30
場　所　美濃加茂市総合福祉会館

令和４年10月22日（土）、３年ぶりに「第26回健康・福祉すこやかフェスティバル」を開催します。
今年は、現役保育士でありユーチューバー、テレビにも多数出演されている「てぃ先生」を講師にお招きします。
てぃ先生の講演会をはじめ、アンパンマンの最新映画上映や、各種イベント、バザー、キッチンカー、ワークショップ
など楽しい企画が盛りだくさんです。
皆さんの多数のご参加をお待ちしています。

※感染予防対策を実施しています。
　マスク等着用にご協力ください。

美濃加茂市就労準備支援事業の紹介
information

お知らせ
information

対　　象：市内にお住まいの 60 歳以上の方
場　　所：美濃加茂市総合福祉会館　研修室 2
活 動 日：毎週土曜日（午前 10 時～正午）
　　　　　他の曜日も検討中です。
会　　費：年間 1,000 円
申込・問合せ：総務係（28-6111）

卓球同好会の参加者募集中！
information

楽しく体を動かし、
健康を保ちませんか？

２台の卓球台を交替して利用します。
見学も可能です。

興味のある方、ご連絡
お待ちしております。

↑コミュニティカフェ（居場所活動）の様子

ヤマキ農園での
ローゼル苗植え
活動の様子→

様々な地域福祉の課題解決に取り組む地域福祉活動のための募金として、また、市民のやさしさや思い
やりを届ける運動として、今年も皆さんとともに共同募金運動を進めていきます。
赤い羽根共同募金は、市民自らの活動を応援する「じぶんの町を良くす

るしくみ」です。
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　一世帯あたりの目安額　400円

〈配分金使い道の一部を紹介します〉
・子ども食堂事業 ・地域のつながりづくり事業
・ひとり親家庭支援事業 ・福祉教育推進事業
・ボランティア活動支援事業 ・緊急食料支援事業
・社会福祉大会事業

赤い羽根共同募金にご協力をお願いします。
「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

information

健康・福祉すこやかフェスティバル
「共に生きる。共に輝く。」第26回
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＊ボランティアセンター活動事業
•ボランティア団体の活動助成（3団体）
•ライオンズクラブ、青年会議所と災害時応援協定締結
＊子ども食堂の支援（市内３か所）
＊ひとり親家庭ふれあい交流会
　（4回開催、参加者 48 人）
＊若者の居場所づくり（42日間開設、参加者 53 人）
＊福祉教育の推進
•小中学生作製のメッセージカードを高齢者へ配付
（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
•一人暮らし高齢者へ見舞品配付
•市内社会福祉施設へ見舞品配付
＊地域のつながりづくり
•ミシンカフェ（21回開催、利用者71人、ボランティ
ア154名）
•まちの大学minokamo（6回開催、参加者 41人）

③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法人運営事業
＊理事会（4回）、評議員会（２回）
　評議員選任・解任委員会（１回）の開催

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14人、感謝状授与者10人・34法人・1団体、
共同募金感謝状授与者1人・2法人・20団体）
＊支部社協・福祉委員の活動支援
＊支部長連絡会の開催（1回）
＊社会福祉法人連携会議の開催（9法人参加）
＊福祉団体へ助成金交付（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129回）
＊地域交流機器（綿菓子機・ポップコーン機等）の貸
出（34回）
＊前平霊苑管理事業（無縁仏供養・墓地清掃）

令和3年度
美濃加茂市社会福祉協議会  事業報告

収入の部：355,386,327円

【 法人本部 】

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

【 その他 】

⑪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、延べ利用回数 2,288 回）
＊障がい者生活介護事業
　（利用者 7人、延べ利用回数 1,936 回）

【 ひまわりの家 】

＊貸付金事業
•生活福祉資金（19件）、緊急生活つなぎ資金（7件）
•総合支援資金（特例貸付）
　初回貸付（182件）  延長貸付（48件）  再貸付（204件）
•緊急小口資金（特例貸付）（187件）
＊緊急食料給付
•緊急食料給付支援（46回給付）
•ひとり親世帯等食料給付支援（6回開催、256世帯）

④総合福祉会館運営事業
＊年間利用者数（43,545 人）
＊健康相談事業
•健康相談（209日開催、2,794 人）
•健康体操（119 回開催、2,382 人）
＊健康教室開催
•ヨーガ教室（11回開催、266人参加）
•音楽の広場（9回開催、331人参加）
•いきいき椅子体操（11回開催、325人参加）
•中国の健康体操（10回開催、285人参加）
•すこやかリズム体操（11回開催、352人参加）
•レクリエーション教室（11回開催、290人参加）
＊喫茶コーナー「むくの木」の運営

⑤美濃加茂市受託事業
＊いきいきボランティア事業
　(登録ボランティア644人、延べ活動者1,637人)
＊福祉車両貸出（139回貸出）
＊子どもの学習支援
•ひとり親家庭学習支援教室の開催（73日開催）
＊弁護士無料法律相談（23日間開設、相談119件）
＊結婚相談所の開設 （49日間開設、相談391件 
見合い54件、成婚5件）
•婚活セミナー・イベント（6回開催、利用者28人）
＊生活支援コーディネート事業
•第2層協議体の設置　（3か所）
•みのかも生活お役立ち帳、下米田散策マップの作成
•座談会・研修会の開催（34回）

⑥成年後見支援事業
＊日常生活自立支援事業（新規契約7人、利用者51人）
＊権利擁護支援センター運営事業
•権利擁護支援会議（6回）
•相談件数（58件）

⑦生活困窮者支援事業
•自立相談支援（相談件数10,509件）
•就労準備支援事業（107件、開催回数114回）
•家計相談（利用者66人、計画策定件数25件）
＊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）

【 法人本部つづき 】

⑧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 2,325 人）
•介護予防計画の作成（延べ 122 人）
＊総合相談センター運営事業

⑨訪問介護事業
＊訪問介護事業（利用回数 5,594 回）
＊障がい者福祉サービス事業
•ホームヘルパー（利用回数 5,581 回）
•ガイドヘルパー（利用回数 109 回）

⑩障がい者相談支援事業
＊相談支援（延べ 7,080 件）
＊サービス等の利用計画の作成（582 件）
＊障がい支援区分認定調査（69 件）

【 総合相談センター 】

支出の部：355,386,327円
会費　14,495 千円諸収入　9,676千円

補助金
46,369 千円

受託事業収入
153,209 千円

介護保険収入
60,215 千円

障害福祉
サービス等事業収入
71,422 千円

収入の部
355,386,327円

法人運営事業
52,888 千円

地域福祉
活動事業
41,925 千円

総合福祉会館
運営事業
37,907 千円

総合相談センター
運営事業
14,037 千円

成年後見・
生活困窮支援事業
51,528 千円

介護・
障がい者等
事業
103,478 千円

ひまわり
の家事業
31,723 千円

繰越金　21,900 千円

支出の部
355,386,327円
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健康・福祉すこやかフェスティバル
「共に生きる。共に輝く。」
ふれあいホール

屋外バザー（第1駐車場）

福祉のお仕事フェア

入場無料！
予約不要！

予約
不要！

●10：00入場　
　10：30～11：30　映画上映　2022年公開最新作
　　「それいけ！アンパンマン
　　ドロリンとバケ～るカーニバル」
●13：00入場
　13：30 ～14：30　講演会　てぃ先生（保育士・ユーチューバー）
　　「子どもに伝わりやすい叱り方と褒め方」
　ちょっと笑えて、可愛らしい子どもの日常をつぶやいたTwitterが好評を博
し、フォロワー数は55万人を超える。
　保育士として勤務する傍ら、その専門性を活かし、子育ての楽しさや子ど
もへの向き合い方などをメディアで発信。全国での講演活動は年間50本以上。
　他園で保育内容へのアドバイスを行う「顧問保育士」など、保育士の活躍分
野を広げる取り組みにも積極的に参加している。

ボランティア団体、福祉施設などによるバザー
（食べる）ジェラート、餃子、カップケーキ、クッキー、飲み物など
（買　う）さをり織、自主製品、野菜、花苗、観葉植物、小物販売など
（遊　ぶ）スーパーボールすくい、糸掛け、ダイヤモンドアートなど
（その他）刃物研ぎ
キッチンカー
●CAFÉ＆PIZZA　DELTA（ピザ、ドリンク、アイスキャンディ）　
●壱キッチンカー　（豚肉弁当、とり丼、やきそば、ドリンク）
●ブーブーキング（まぜそば、ぶためし）
●可児藤蔵（肉みそうどん、みそカレーうどん、きつねうどん）

●福祉のお仕事フェア
●SDGsクイズラリー
●作品展示
●ボランティア団体紹介
●デイサービス（子ども向けゲームコーナー）
●行政相談コーナー

●フードドライブ

●各種測定（骨密度・脳年齢・体組成）
●おくすり相談会
●特定健診を受けましょう
●昔の遊びで回想法体験
●ヘルプマークについて知っていますか？
●腎友会についてお知らせします
●地域の民生委員さん、
　主任児童委員さんを紹介します

●体験ブース・ワークショップ
・sobolon … 海洋プラスチック万華鏡 
つくり、アクセサリー販売
・mii … 靴下染め、衣類販売
・ umiakari ～海燈～ … サンドアート、 
キャンドル作り
・からふる … 手形アート、製作キット販売
・のうひ葬祭 … せかいにひとつだけの 
おでかけカバンをつくろう              

●バルーンアート
●おもちゃ病院
（壊れたおもちゃを
持ってきてね。直し
てもらえるよ）

～ “もったいない”を
　　　　　　“ありがとう”に～
　食の支援を必要としている世帯へ、
家庭で使い切れない食品を集めて寄付
をする活動です。
　皆さまのご協力をお願いします。

【受け入れ可能な食品】
・お米　・乾麺　・缶詰　
・レトルト食品
・インスタント食品など　
※賞味期限２か月以上

【受け入れできない食品】
・賞味期限切れの食品　・ナマモノ　
・手作りの品

※どちらも、当日に整理券を配布します。詳細は、社会福祉協議会ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルスの対応について
　感染の拡大状況によって、開催を中止または内容を変更する可能性
があります。中止の場合は、美濃加茂市社会福祉協議会のホームページ
にてお知らせいたします。

（当日のお願い）
•来場の際はマスクと靴下をご着用ください。
•体調がすぐれない方は参加をお控えください。

1 階 2 階

テレビ多数出演！
SNS総フォロワー140万人超え

おむつ替え・
授乳スペース
あります。

第26回

©やなせたかし/
　フレーベル館・TMS・NTV
©やなせたかし/アンパンマン
　製作委員会 2022

　市内の社会福祉法人の紹介、仕事相談会を行います。職員募集の概要
や職務内容など、気軽に質問や相談ができます。その他、保育園の入園
についても知ることができます。就職や保育園入園を考えている方、こ
の機会に気になることを聞いてみませんか？

【参加法人】

〇たちばな会　〇明応保育園　〇加茂福祉会　〇慈恵会　〇清流会　
〇太陽の会　〇清風会　〇美濃加茂市社会福祉協議会

と　き：令和４年10月22日（土） 9：30 ～14：30
ところ：美濃加茂市総合福祉会館「すこやかタウン美濃加茂」

主催　美濃加茂市・美濃加茂市社会福祉協議会　　　問合せ先　地域福祉係（28-6111）
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健康・福祉すこやかフェスティバル
「共に生きる。共に輝く。」
ふれあいホール

屋外バザー（第1駐車場）

福祉のお仕事フェア

入場無料！
予約不要！

予約
不要！

●10：00入場　
　10：30～11：30　映画上映　2022年公開最新作
　　「それいけ！アンパンマン
　　ドロリンとバケ～るカーニバル」
●13：00入場
　13：30 ～14：30　講演会　てぃ先生（保育士・ユーチューバー）
　　「子どもに伝わりやすい叱り方と褒め方」
　ちょっと笑えて、可愛らしい子どもの日常をつぶやいたTwitterが好評を博
し、フォロワー数は55万人を超える。
　保育士として勤務する傍ら、その専門性を活かし、子育ての楽しさや子ど
もへの向き合い方などをメディアで発信。全国での講演活動は年間50本以上。
　他園で保育内容へのアドバイスを行う「顧問保育士」など、保育士の活躍分
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（遊　ぶ）スーパーボールすくい、糸掛け、ダイヤモンドアートなど
（その他）刃物研ぎ
キッチンカー
●CAFÉ＆PIZZA　DELTA（ピザ、ドリンク、アイスキャンディ）　
●壱キッチンカー　（豚肉弁当、とり丼、やきそば、ドリンク）
●ブーブーキング（まぜそば、ぶためし）
●可児藤蔵（肉みそうどん、みそカレーうどん、きつねうどん）

●福祉のお仕事フェア
●SDGsクイズラリー
●作品展示
●ボランティア団体紹介
●デイサービス（子ども向けゲームコーナー）
●行政相談コーナー

●フードドライブ

●各種測定（骨密度・脳年齢・体組成）
●おくすり相談会
●特定健診を受けましょう
●昔の遊びで回想法体験
●ヘルプマークについて知っていますか？
●腎友会についてお知らせします
●地域の民生委員さん、
　主任児童委員さんを紹介します

●体験ブース・ワークショップ
・sobolon … 海洋プラスチック万華鏡 
つくり、アクセサリー販売
・mii … 靴下染め、衣類販売
・ umiakari ～海燈～ … サンドアート、 
キャンドル作り
・からふる … 手形アート、製作キット販売
・のうひ葬祭 … せかいにひとつだけの 
おでかけカバンをつくろう              

●バルーンアート
●おもちゃ病院
（壊れたおもちゃを
持ってきてね。直し
てもらえるよ）

～ “もったいない”を
　　　　　　“ありがとう”に～
　食の支援を必要としている世帯へ、
家庭で使い切れない食品を集めて寄付
をする活動です。
　皆さまのご協力をお願いします。

【受け入れ可能な食品】
・お米　・乾麺　・缶詰　
・レトルト食品
・インスタント食品など　
※賞味期限２か月以上

【受け入れできない食品】
・賞味期限切れの食品　・ナマモノ　
・手作りの品

※どちらも、当日に整理券を配布します。詳細は、社会福祉協議会ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルスの対応について
　感染の拡大状況によって、開催を中止または内容を変更する可能性
があります。中止の場合は、美濃加茂市社会福祉協議会のホームページ
にてお知らせいたします。

（当日のお願い）
•来場の際はマスクと靴下をご着用ください。
•体調がすぐれない方は参加をお控えください。

1 階 2 階

テレビ多数出演！
SNS総フォロワー140万人超え

おむつ替え・
授乳スペース
あります。

第26回

©やなせたかし/
　フレーベル館・TMS・NTV
©やなせたかし/アンパンマン
　製作委員会 2022

　市内の社会福祉法人の紹介、仕事相談会を行います。職員募集の概要
や職務内容など、気軽に質問や相談ができます。その他、保育園の入園
についても知ることができます。就職や保育園入園を考えている方、こ
の機会に気になることを聞いてみませんか？

【参加法人】

〇たちばな会　〇明応保育園　〇加茂福祉会　〇慈恵会　〇清流会　
〇太陽の会　〇清風会　〇美濃加茂市社会福祉協議会

と　き：令和４年10月22日（土） 9：30 ～14：30
ところ：美濃加茂市総合福祉会館「すこやかタウン美濃加茂」

主催　美濃加茂市・美濃加茂市社会福祉協議会　　　問合せ先　地域福祉係（28-6111）
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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。

特別会員（一口以上納入の会員）のご紹介  313名　　　　　　　　　　　　 　　　　（順不同・敬称略）

太田地区（108）
	(株)イープラスメディカル
	たから幼稚園
	(有)マルケイ電器
	(株)邦栄
	(株)スマエル
	おそうじ本舗　美濃加茂店
	(株)Trust Ace Motors
	(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
	(株)アクセス
	(株)中建
	(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
	めぐみの農業協同組合  
みのかも西部グループ
	(有)三協車輌
	(有)エムエスサービス
	(株)三晃
	黒岩清保税理士事務所
	名稲建設（株） 美濃加茂支店
	新太田タクシー(株)
	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
	 Lucky Leaf(株)
	(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
	さこうオフィス
	たくあん
	(有)横井サービス
	(有)サンアイ
	(株)カミノ
	日伯産業(株)
	高井獣医科病院
	グレイス
	織部需事務所
	(株)都筑
	(株)石丸電気
	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
	(一財）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
	(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
	 三和木材(株)
	(財)岐阜健康管理センター
	清水電設(株)
	(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
	(有)森看板
	(医)秀蘭会　渡辺医院
	(医)尋芳会　安藤小児科
	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
	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)オフィスフジタ
	横幕建設(株)
	(有)石田金物店
	美濃加茂商工会議所
	加藤歯科医院
	(有)平川たばこ店
	（宗）萬尺寺
	(医)録三会　太田病院
	(株)カネサン
	高木製菓(株)
	(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
	JP労組岐阜東部支部
	井戸　正美
	髙木歯科医院

地区名
一般会費 特別会費

総合計
件　数 合　計 件　数 合　計

太　田 1,789 1,789,000 108 1,080,000 2,869,000 
古　井 3,063 3,034,500 72 760,000 3,794,500 
山之上 588 588,000 13 130,000 718,000 
蜂　屋 1,892 1,892,000 24 240,000 2,132,000 
加茂野 1,932 1,932,000 39 390,000 2,322,000 
伊　深 320 320,000 4 40,000 360,000 
三　和 158 158,000 2 20,000 178,000 
下米田 1,134 1,134,000 39 400,000 1,534,000 
市　外 ―　 ―　　 12 120,000 120,000 
合　計 10,876 10,847,500 313 3,180,000 14,027,500 

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
会費総額 　  　 14,027,500円
一般会費（一口  1,000円） 10,847,500円
特別会費（一口10,000円）　3,180,000円
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	(有)セレモたなか
	(有)大銀
	初穂製菓(株)
	(株)しげ
	マルホ建材(株)
	(有)村上造園土木

古井地区（72）
	フローリスト　ヘリテージ
	(株)愛和
	山手幼稚園
	岐阜トヨペット(株)  
美濃加茂店
	(有)養老軒
	(株)フナハシデンキ
	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㈱岐阜営業所
	ふかがや眼科
	(有)富田文渓堂
	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
	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
	今井一彦司法書士事務所
	シェ･ドゥーヴル
	グループホーム助一みのかも
	C.K接骨院
	タイヤショップ早野  
美濃加茂店
	ふくた歯科クリニック
	中部電力パワーグリッド(株)
加茂営業所
	(株)佐合木材
	(有)東海金物店
	(医)社団神明会   
佐藤歯科医院
	(株)山本養鶏孵化場
	たちばな保育園
	(株)技研オガワ
	岐阜防災(株)
	(有)渡辺塗料店
	東海消防防災(株)
	日江井外科
	(株)三共ゴム工業所
	セキスイ管工(株)
	(宗)霊泉寺
	こくぼクリニック
	(有)技建竹内
	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
	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
	森山学園
	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
	若山工業(有)
	(有)エヌビーシー・サービス
	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
	加茂オート(株)

山之上地区（13）
	アール・イー・オオノ(有)
	(株)明智ゴルフ倶楽部  
賑済寺ゴルフ場
	小池農園
	(株)友進
	(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

蜂屋地区（24）
	(株)美濃加茂ファーム
	(有)春見ライス
	(株)西田技巧
	伊瀬ゴルフクラブ
	ふくい歯科
	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)
	アルテミラ製缶(株)岐阜工場

	(株)岐阜東航電
	武田鉄工(株)
	(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
	(医)厚生会   
中部国際医療センター

加茂野地区（39）
	(株)ASC
	カモノ建装社
	(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
	(株)間宮建築
	(有)藤吉造園
	(株)日光
	清水電子工業(株)
	(株)フクシマ化学
	関信用金庫加茂野支店
	桜井食品(株)
	明応こども園
	(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)
	(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
	(有)森田ダイカスト
	丸立工業(株)
	サコー製作所(株)
	(株)マルケン工業
	(有)福田塗装
	(株)花井金型製作所
	さぐち内科
	(株)モリテック
	丸ト鶏卵販売(株)岐阜工場
	藤田久夫税理士事務所
	いこまファミリークリニック
	(株)東明技研

伊深地区（4）
	桑原木材(株)美濃加茂営業所
	(宗)正眼寺
	(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（39）
	(株)上伸電氣
	(有)寿土木
	(株)オークワ岐阜美濃加茂店
	(株)プレシジョンワタナベ
	(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
	(株)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
	(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
	山崎機工(株)
	ダイヤ精密(株)
	(株)ワールド・パーツ製作所
	(株)新和
	（医）和恵会　野尻内科医院
	(有)藤井設計事務所
	(有)白木ブルドーザー
	森土建

市外（12）
	(株)ジーケーエス
	(有)ホクギ
	(株)大桜産業
	合同保険事務所
	アプロ通信（株）東濃営業所
	岐阜交通東部(株)
	(株)岐阜文芸社
	(株)愛安住
	(株)ナイスワーク
	濃尾電機(株)
	(株)ケア
	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
令和4年8月31日現在
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信友仲良しふれあいクラブ

　雨の多い時期でしたが、雨間に恵まれ屋外でサロンが開催されました。地区のサロン活動として
プランターへの花植えを行いました。今回、花を植えたプランターは神社やバス停などに配られます。
その後の水やりまでサロンの方で行われるとのことです。
　コロナ禍でなかなかサロンを開催できない日が続いていましたが、「近くにおっても、最近話もし
とらんかったねえ」「こうやって集まれるのはいいねえ」などと話をしながら作業が進められました。
作業が終わり公民館に入られ、酒向代表の挨拶の後、それぞれに会話を楽しんでみえました。

●濃尾だるまの会（お結びんへ）
●美濃加茂ロータリークラブ（ひとり親家庭へ）
●美濃加茂ライオンズクラブ（ひとり親家庭へ）

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。

（下米田町信友地区）

（順不同・敬称略）

水 ingAM 株式会社
美濃加茂管理事務所様から

中濃法人会女性部会様から 名北工業株式会社様から めぐみの農業協同組合様から

令和４年５月１０日～令和４年９月１日

R4年6月10日 信友公民
館にて

R4年6月10日 信友公民
館にて

●ITサークル美濃加茂
●大沢美智子　　●野村寿彦

福祉に役立てて
●匿名7名
学習支援へ

その他

●片山朋子　　  ●匿名4名
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。

福祉に役立てて（フードバンク）
●おてらおやつクラブ善福寺　桂浄薫
●めぐみの農業協同組合
●名北工業株式会社
●みのかも法律事務所
●水ingAM株式会社美濃加茂管理事務所
●天野速水　　●中濃法人会女性部会
●高橋菊子　　●おてらおやつクラブ清安寺
●社協職員有志
●匿名20名
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聞いてちょう
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福祉に役立てて（フードバンク）
●おてらおやつクラブ善福寺　桂浄薫
●めぐみの農業協同組合
●名北工業株式会社
●みのかも法律事務所
●水ingAM株式会社美濃加茂管理事務所
●天野速水　　●中濃法人会女性部会
●高橋菊子　　●おてらおやつクラブ清安寺
●社協職員有志
●匿名20名

今回は「こども食堂太陽」さんにお話を伺います。

　今回は山之上地区を中心に活動されている「こども食堂太陽」代表の玉置さんに
お話を伺います。
　まずは「こども食堂太陽」の紹介と取り組むきっかけについて教えてください。

　地域の変化を感じて取り組まれたのですね。どのような方を対象に運営されていますか。

　地域交流の拠点としての子ども食堂なんですね。参加を希望される方へはどのように周知
されていますか。

　対象としている親世代はちょうどインスタグラムを活用する年代ですし、PRの方法とも上手
くマッチしていますね。
　「こども食堂太陽」の今後の展望について教えてください。

　玉置さんたちの活動が、美濃加茂市で活動している同世代や、これから活動してみ
たいと考えている若い世代へのエールとなると思います。本日は貴重なお話をあり
がとうございました。

　「こども食堂太陽」は、2021年5月から毎月１回、第四土曜日もしくは日曜日に活動しています。
　取り組むきっかけは、4年ほど前、結婚を機に美濃加茂市の山之上に戻ってきました。最近
は地域のつながりが少ないな、と感じるようになって…。
　それなら自分たちで来てくれた方が温かい気持ちになる場所、心配事を話せる場所を創ろう
と思い、「こども食堂太陽」を立ち上げました。

　どなたでも大歓迎です。現在は親子で参加してくださる方が多いです。仕事に忙しい親世
代からは、ちょっと食事の支度をお休みして、子どもと向き合える時間が作れるのがいいとい
う声をいただいています。スタッフを含めて、ここに来ると元気になれる場所を創るという共
通の認識を持って運営しています。

　公式LINE、インスタグラムを中心に発信しています。
　インスタグラムでは、ストーリーズを活用してメニューや遊びのアイデアを募っています。例えば、
好きなおにぎりのふりかけをアンケートしてみたり。
　「ちょっと行ってみたい」という場所になったらいいなと思います。

　将来的には地域の方と協力して、子どもが日常では体験できないことが体験できる学びの
場が出来ればいいですね。また、今はコロナ禍で会食が出来ませんが、収まればみんなで食卓
を囲む楽しさを感じて欲しいです。
　実施回数も増やしていきたいです。今は場所が限られているので、市内の空き家などで展
開できるようになるといいですね。誰でも気軽に立ち寄れて「ただいま」と帰れる場所を将来
的には創りたいです。

みのかも
エール !

「こども食堂太陽」「こども食堂太陽」
第10回

社　協

「こども食堂太陽」
玉置さん

地元の方や企業
さんから頂いた
品を提供する「自
由コーナー」もあ
ります。

手作りのゲーム
コーナーを設置
し、楽しい 工 夫
がたくさんなさ
れています。
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○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。

就労準備支援事業は、「社会に出ることに不安がある」、
「うまくコミュニケーションが取れない」といった理由ですぐ
に職に就くことが難しい方たちを支援する事業です。さま
ざまな活動を通じて、日常生活のリズムを整え、地域と繋
がり、他者との関わりについて学び、コミュニケーション能
力を高めていただくことを目的としています。
美濃加茂市社会福祉協議会では、本人の趣味や特技な

ど、「好きなもの・こと」や「興味のあること」に関わる活動、
また居場所づくりなどを通して、本人が自分の意思で主体
的に参加できるような企画を実施しています。
社会参加できる場の提供など、事業にご協力いただける
法人や団体がありましたら、美濃加茂市心と暮らしの相談
窓口（☎0574-25-2111 内線341）までご連絡ください。

日　時　令和４年10月22日（土）9：30～14：30
場　所　美濃加茂市総合福祉会館

令和４年10月22日（土）、３年ぶりに「第26回健康・福祉すこやかフェスティバル」を開催します。
今年は、現役保育士でありユーチューバー、テレビにも多数出演されている「てぃ先生」を講師にお招きします。
てぃ先生の講演会をはじめ、アンパンマンの最新映画上映や、各種イベント、バザー、キッチンカー、ワークショップ
など楽しい企画が盛りだくさんです。
皆さんの多数のご参加をお待ちしています。

※感染予防対策を実施しています。
　マスク等着用にご協力ください。

美濃加茂市就労準備支援事業の紹介
information

お知らせ
information

対　　象：市内にお住まいの 60 歳以上の方
場　　所：美濃加茂市総合福祉会館　研修室 2
活 動 日：毎週土曜日（午前 10 時～正午）
　　　　　他の曜日も検討中です。
会　　費：年間 1,000 円
申込・問合せ：総務係（28-6111）

卓球同好会の参加者募集中！
information

楽しく体を動かし、
健康を保ちませんか？

２台の卓球台を交替して利用します。
見学も可能です。

興味のある方、ご連絡
お待ちしております。

↑コミュニティカフェ（居場所活動）の様子

ヤマキ農園での
ローゼル苗植え
活動の様子→

様々な地域福祉の課題解決に取り組む地域福祉活動のための募金として、また、市民のやさしさや思い
やりを届ける運動として、今年も皆さんとともに共同募金運動を進めていきます。
赤い羽根共同募金は、市民自らの活動を応援する「じぶんの町を良くす

るしくみ」です。
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　一世帯あたりの目安額　400円

〈配分金使い道の一部を紹介します〉
・子ども食堂事業 ・地域のつながりづくり事業
・ひとり親家庭支援事業 ・福祉教育推進事業
・ボランティア活動支援事業 ・緊急食料支援事業
・社会福祉大会事業

赤い羽根共同募金にご協力をお願いします。
「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

information

健康・福祉すこやかフェスティバル
「共に生きる。共に輝く。」第26回

©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV
©やなせたかし/アンパンマン製作委員会 2022
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