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　10月22日（土）に開催された第２６回健康・福祉すこやか
フェスティバルにてSDGsの理解を深めるためにSDGsク
イズラリーを実施しました。クイズラリーでは「SDGsっ
てなに？」「どんなことをすればいいの？」という声があり、
子どもたちにとって有意義な体験になったのではないかと
思います。
　その折に参加者のみなさんからお寄せいただいたMY 
SDGs宣言を紹介します。

　美濃加茂市社会福祉協議会では、子ども・高齢者・障
がい者など、誰一人取り残さない、全ての人びとが地域、
暮らし、生きがいを共に創り高め合う「地域共生社会」の実
現を目指しています。

MY SDGs宣言を紹介します！

report

報　告
report

　「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、民生委員の皆様にご協力いただき、
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、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。

歳末たすけあい募金に
ご協力お願いします　　期間：１２月１日～３１日

information

©堀越耕平/
　 集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

ペンネーム：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。

介護支援専門員（ケアマネジャー）訪問時の微笑ましい一場面です。

ケアマネジャーについての詳細は６ページ、介護者さんインタビューは

７ページをご覧ください。

社協
四コマ劇場
Vol.16
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お知らせ
information

〇水のむだづかいをやめよう（７歳）
〇３Rを大切にし、いるものしか買わない。（11歳）
〇リサイクルする事を大切にする。（11歳）
〇電気をこまめに消す（４歳）
〇古いおもちゃを捨てません（８歳）
〇ゴミを多く出さないようにします（７歳）
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社会福祉大会社会福祉大会

令  和令  和
4年度4年度

令和4年11月2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。　（敬称略）

美濃加茂市社会福祉協議会　会長表彰
■民生児童委員（2名）
　〇髙橋　邦彰　　　〇竹林　智美

■社会福祉団体（1団体）
　〇美濃加茂市難聴者の会

■社会福祉団体役職員（1名）
　〇市原　ミサト（美濃加茂市母子寡婦福祉会）

■ボランティア団体（3団体）
　〇あっちゃんず　　　〇サロン上則友
　〇下東ほっとサロン

■ボランティア個人（13名）
　〇大脇　恵子（ひまわり会）
　〇前田　まさ（ふれあいサロン引田）
　〇野村惠美子（喜多一クラブ）
　〇髙井二三枝（なごやかたかのす）
　〇小栗　誠子（ふれあい森山団地サロン）
　〇大沢　包子（要約筆記サークルラインみのかも）

〇坂井とも子（加茂地区更生保護女性会）
〇福田　典子（加茂地区更生保護女性会）
〇鮎川美枝子（加茂地区更生保護女性会）
〇土屋　　操（加茂地区更生保護女性会）
〇熊崎　祐子（加茂地区更生保護女性会）
〇匿名　２名

美濃加茂市社会福祉協議会　会長感謝状
■社会福祉協議会　特別会員40年（4法人）
　〇(医)社団神明会　佐藤歯科医院　　〇(株)佐合木材　　　　　
　〇関信用金庫加茂野支店　　　　　  〇匿名　１法人

■社会福祉協議会　特別会員30年（6法人）
　〇(有)平川たばこ店　　　　　　
　〇(社福)たちばな会 たちばな保育園
　〇武田鉄工(株)　　　　　　　〇(株)和泉
　〇匿名　２法人

■社会福祉協議会　特別会員20年（3法人）
　〇(株)シティホテル美濃加茂　　　〇(有)森看板　　　〇合同保険事務所
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■社会福祉協議会　特別会員10年（15法人）
　〇みのかも法律事務所 〇三伸印刷  〇藤不動産(株)
　〇(株)都筑 〇今井デンタルラボ 〇こくぼクリニック
　〇ふくた歯科クリニック 〇小原泰史税理士事務所 〇杉田農園
　〇亀山登記測量事務所 〇(有)藤吉造園  〇(株)中濃メンテナンス
　〇(有)三起電気工業 〇岐阜交通東部(株) 〇匿名　１法人

■高額寄付者（2名）
　〇大沢美智子　　　　　
　〇匿名　１名　

■社会福祉協議会 退任理事・監事（1名）
　〇堀畑　雅人　（理事）

共同募金会美濃加茂市支会　支会長感謝状

■共同募金にご協力いただいた方々 （2法人19団体1名）
　〇太田地区自治会
　〇古井地区自治会
　〇山之上地区自治会
　〇蜂屋地区自治会
　〇加茂野地区自治会
　〇伊深地区自治会
　〇三和地区自治会
　〇下米田地区自治会
　〇光徳寺・小山寺
　〇美濃加茂市民生・
　　児童委員協議会
　〇美濃加茂市役所
　　職員一同

〇美濃加茂善意銀行
〇加茂女会本部
〇KYB労働組合
〇山仲農園
〇上古井中組健寿会
〇川合西健寿会

〇加茂野鷹之巣健寿会
〇三和川浦健寿会
〇下米田牧野健寿会
〇匿名　１法人
〇匿名　１名

⃝寿美工業(株)岐阜営業所 ⃝ヤマザキマザックマニュファクチャリング(株)　　
⃝(株)安藤石材 美濃加茂支店 ⃝(有)渡辺サービス整備工場
⃝(有)みどり屋種苗 ⃝油圧販売(株)岐阜工場
⃝サンタックスコンサルティング ⃝(株)三宅経営情報サービス
⃝行政書士法人 伊藤事務所 ⃝まごころ弁当 美濃太田店

会費にご協力ありがとうございました。

社協特別会員のご紹介 （順不同・敬称略）　
令和４年９月１日～１１月１日会費納入分

●  3  ●



なごやかたかのす

　この日は、社会福祉協議会の職員派遣の日でした。
　代表者さんがご挨拶され、その後看護師2名で健康相談を受け、最近の体調の具合などをお聞きしま
した。
　今回は、「救急車　必要なのはどんな時」というテーマで看護師からの健康講話を聞いていただきま
した。その後カップインボール転がしを行いました。思うようにボールが転がらず勢い余ってテーブルか
ら落ちてしまうなど、苦戦される人が多かった中で、髙井さんが、みごと最優秀選手賞を獲得されました。

　美濃加茂市社協障がい者相談支援センターは、平成
25年11月に美濃加茂市社会福祉協議会が設立した相談
支援事業所です。
　身体・知的等の障がいがある方や、そのご家族が抱
える様々な悩み事や困りごとについてのご相談をお受け
しています。
　また、福祉サービスの紹介や福祉サービスを利用する
ための計画作成のほか、サービス事業所等との利用調
整を行います。依頼者の方と一緒に考えて、ご希望に少
しでも応えることができるよう努めております。
　お一人お一人の悩みにしっかり向き合いながら、課題
を見つけその解決を目指すとともに、必要があれば地域
にも働きかけ、誰もが安心して共に暮らせる地域社会づ
くりを目指します。

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。

共同募金の配分金がサロンの運営補助金の一部に充てられています。

（加茂野町鷹之巣地区）　

（順不同・敬称略）
令和４年９月２日～10月 31日

●野村 寿彦
●匿名2名

福祉に役立てて
●匿名3名
福祉に役立てて（物品）

●めぐみの農業協同組合
●匿名１名

子ども食堂へ

●匿名7名
学習支援へ

●美濃加茂市社会福祉協力会
●匿名1名

ひまわりの家へ

●杉本 英樹　　●藤谷 君江　　●堤　　 弘
●西田 好伸 ●SSC株式会社●高松 みほ
●佐藤 洋平 ●岩井 拓真　　●酒向 快斗
●平下 淳二 ●堀部 光洋 
●社協職員有志 ●匿名18名

福祉に役立てて（フードバンク）

●(社福)明応保育園　
●(社福)太陽の会
●(社福)清風会　　   
●(社福)慈恵会
●(社福)たちばな会　 
●(社福)清流会
●(社福)加茂福祉会　
●匿名1名

お結びんへ

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。
利用者さんの声
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状

カップインボール転がしとは、ゴルフ
ボールにカップを被せて転がし、距離
を競うものです。

同行援護サービスを利用しています。
これからもいろんなところに行って、いろんな経験をしたいと思っています。また、
今の仕事に満足しているので、その仕事の中で幅広く経験したいと考えています。
相談員さんは、いろんなことを相談できて信頼できる存在です。

放課後等デイサービスと、短期入所、日中一時支援サービスを利用しています。
相談員さんは、私が学校を卒業後、「働いて人の役に立ちたい、みんなで仲良
く過ごしていきたい」という想いを聞いてくれて、将来を見通して教えてくれる
存在です。とてもありがたいと思っています。

〒505-0043　
美濃加茂市深田町3-5-8
電話　0574-28-6556　
FAX　0574-28-1102
E-Mail　
　soudan＠minokamo-shakyo.or.jp

対　象　者

美濃加茂市内に居住する身体・知的
等の障がい者、障害児及びその家族
（介護や養護を行う方等）

利　用　料
無　料

開　所　日　時
　開 所 日　月曜日～金曜日
　開所時間　8：30 ～17：15
　休　　日　土曜日・日曜日、祝日

個人情報の取扱いについて
利用者の皆様の個人情報は、慎重に
取扱います。相談支援、サービス利用
調整支援等契約時に規定する必要な
事項以外に使用することはございませ
ん。安心してご利用ください。

美濃加茂市社協障がい者相談支援センターをご存じですか？

R４年10月6日 鷹之巣公民館にてR４年10月6日 鷹之巣公民館にて

20 代

10 代

●  4  ●
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こんにちは！！
美濃加茂市社会福祉協議会居宅介護支援事業所

ケアマネジャー（介護支援専門員）です！！

地域イベントや学校な
どで、介護や福祉に関
する普及活動に取り組
んでいます。

相談から介護サービス
利用までの流れ

　私たちケアマネジャーは、介護
認定を受けた高齢者やそのご家
族の心配事や悩み事などの相談
を受け、皆様がご自宅で安心して
生活できるようお手伝いさせてい
ただきます。
　高齢者やご家族のお話をお聞き
し、介護サービスの種類や内容を
考慮しながら、１人ひとりにあっ
たケアプランを作成します。

デイサービスでの入浴

ご相談・お問い合わせはケアマネジャーまでお気軽にご連絡ください。
問い合わせ先：居宅介護支援グループ（２８－１１０１）

デイケアでのリハビリ福祉用具貸与・
福祉用具販売ヘルパーの食事介助

よく
転ぶように
なってきた

最近、
物忘れが

ひどくなってきた

離れて
暮らして

いるので心配

健康・福祉すこやかフェスティバルでの寸劇学校での福祉教育

他にも･･･

ご自宅に出向き、利用者様に合った介護サービスを提案さ
せていただきます。上記以外にも訪問看護やショートステイ

（短期入所生活介護）など様々な介護サービスがあります。

こんなとき、社協のケアマネジャー
にご相談ください。

●  6  ●



社
協
み
の
か
も 

第
184
号

　今回は柴田さんに介護者の立場からのお話を伺います。
　介護が始まって、どのくらいになりますか？

　ここ数年は、田んぼの仕事が忙しい時に２泊３日のショートステイもご利用されていますね。
　ケアマネとしては「家で過ごしたい」というおばあちゃんの意思と、それを尊重したいとい
うご家族の思いと、ご負担の軽減を考えてサービスの利用を提案しています。

　食欲ひとつとっても、毎日違う状況が介護者にとっては大きなストレスになるんです。介護
者がストレスを抱え込まないようにサービスを提案するのもケアマネの役目です。

　メリハリのある生活をすることが、おばあちゃんにとってもご家族にとっても大切なことですね。
　柴田さんは普段どの様にストレスを解消しておられますか？

　ご近所の状況の似ているお友達とのおしゃべりをされているのがいいですね。子育てと同
じで介護も孤立してしまわないようにすることが大切ですね。

　そうですね。介護者さんや利用者さんの状況をみながら臨機応変に対応します。大丈夫、
一緒に頑張りましょう！

　15年くらいですね。おばあちゃんは、おじいちゃんを見送って2年くらいして急に状態が悪
くなってしまったんです。最初のころは夜中に時間を見て夫と交代でおばあちゃんの様子を見
ていました。今は落ち着いていますよ。夫婦二人三脚で頑張っています。
　デイケアにも通っています。リハビリは、家では出来ないのでありがたいですね。職員の皆
さんからもよくしてもらっていますよ。家から出るまでは「行きたくない」って言うんですけど
ね。行ってしまえば楽しいようで、「次はいつ？」って聞かれることもあります。

　忙しい時期のショートステイはとても助かります。介護は子育てと一緒で、周囲の協力が必
要で、家族の力だけでは無理なことだと思います。私自身もケアマネさんに相談して悩みを抱
え込まないようにしたり、「こんなサービスはどう？」ってアドバイスを受けています。
　介護サービスを使うのは悪いことじゃないと思いますよ。その人、その人に合った介護をす
るのが大切ですよね。

　おばあちゃんは最近食べられなくなっているので、栄養価の高い離乳食を買ってきて食事と一緒
に出したり、食事はベッドから起きてちゃんと居間で食べるようにしています。

　デイケアやショートステイの利用はこちらも心に余裕が持てますね。あとは、近所のお友達
とおしゃべりをしたりね。年齢が近いから、家族の状況も似ているんです。介護の愚痴を言い
あったりしていますよ。

　明日はどんな状況になるかなんてわからないですよね。なったらなった時だと思いますよ。
困ったらケアマネさんに相談して、なんとかなっていくと思っています。

みのかも
エール !

第11回

社　協

柴田さん

今回は三和町の柴田さんから介護に取り組むご家族のお話を今回は三和町の柴田さんから介護に取り組むご家族のお話を
伺いました。三和町はご長寿さんが多く、廿屋に抜ける道は伺いました。三和町はご長寿さんが多く、廿屋に抜ける道は

「ご長寿ロード」とも呼ばれているそうです！「ご長寿ロード」とも呼ばれているそうです！

柴田さんとおばあちゃん

ケアマネ

（令和4年8月25日取材）
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　10月22日（土）に開催された第２６回健康・福祉すこやか
フェスティバルにてSDGsの理解を深めるためにSDGsク
イズラリーを実施しました。クイズラリーでは「SDGsっ
てなに？」「どんなことをすればいいの？」という声があり、
子どもたちにとって有意義な体験になったのではないかと
思います。
　その折に参加者のみなさんからお寄せいただいたMY 
SDGs宣言を紹介します。

　美濃加茂市社会福祉協議会では、子ども・高齢者・障
がい者など、誰一人取り残さない、全ての人びとが地域、
暮らし、生きがいを共に創り高め合う「地域共生社会」の実
現を目指しています。

MY SDGs宣言を紹介します！

report

報　告
report

　「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、民生委員の皆様にご協力いただき、
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、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。

歳末たすけあい募金に
ご協力お願いします　　期間：１２月１日～３１日

information

©堀越耕平/
　 集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

ペンネーム：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。

介護支援専門員（ケアマネジャー）訪問時の微笑ましい一場面です。

ケアマネジャーについての詳細は６ページ、介護者さんインタビューは

７ページをご覧ください。

社協
四コマ劇場
Vol.16

1

2

3

4

お知らせ
information

〇水のむだづかいをやめよう（７歳）
〇３Rを大切にし、いるものしか買わない。（11歳）
〇リサイクルする事を大切にする。（11歳）
〇電気をこまめに消す（４歳）
〇古いおもちゃを捨てません（８歳）
〇ゴミを多く出さないようにします（７歳）
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