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　「スマートフォンを手にしてみたけど、使えるのか
不安…」「購入したけど、わからないことだらけ」な
ど、スマホ初心者向けの基礎から学べる講座です。
　スマホをお持ちでない方にはお貸ししますので、
お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5年4月13日（木）、5月11日（木） 
　　　　いずれか１日
時　間：１３時３０分～１５時00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：１0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。

　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5年４月25日から６月27日までの
 　毎週火曜日開催　全１０回
時　間：１０時３０分～１２時００分
場　所：総合福祉会館
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）
申込期間：３月１日（水）から３月３１日（金）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。　

information

●令和２年７月豪雨災害義援金 ………………… ２０,０００円
●令和４年３月福島県沖地震災害義援金 ……… ３２,４６５円
●令和４年７月大雨災害義援金 …………………… ９,２５５円

皆様からお寄せいただいた義援金・救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・救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。

　今年度から社協の募金箱の貸し出しを始めました。今回は次の団体にお貸ししました。
○ワンコインカフェ「憩」 様　　　○みやもと歯科 様
　集められた募金は、住み慣れた地域で安心して生活できる福祉のまちづくりのために
活用させていただきます。
　募金箱の設置にご協力いただける事業所や企業の方、連絡をお待ちしております。

●令和４年８月３日からの大雨災害義援金………… ８,５１３円
●令和４年台風第１５号災害義援金 ……………… ４,４３０円
●ウクライナ人道危機救援金………………… 3,345,360円

令和４年度 災害義援金・救援金報告

募金箱の設置 ありがとうございました　　　

report

（マット交換の様子）

　ひまわりの家では、障がいを持つ方の就労訓練の一環として様々な活動に取り組んでいます。
　ひまわりの家についての詳細は６ページ、ひまわりの家に協力していただいている森林組合さんの
インタービューは７ページをご覧ください

お知らせ
information

　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お問い合わせください。

問合せ先：地域福祉係（28-6111）

交通遺児世帯の援護金について

まちの大学minokamo
「これからはじめるスマホ講座
　～安心してスマホデビューしよう～」

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？～

報　告
report

ご協力いただき
ありがとう
ございます
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意思疎通支援のためのOHC	
(実物投影機）	を購入しました
　地域の行事や講演会などで
聞こえの不自由な方に、その場
の参加を促すための要約筆記
を行う際に使っています。
　講演内容がスムーズに伝え
られるようになりました。

モップ洗浄機を
購入しました
　利用者の仕事の１つ
である、モップ交換の洗
浄作業に使っています。
　いままでより作 業
効率が格段に上がり
ました。

共同募金運動共同募金運動のの結果結果をを報告報告しますします

共
同
募
金
の
配
分
と
し
て

　今年度も赤い羽根共同募金に温かいご支援・ご協力をいただき、誠にありがとうございました。
　赤い羽根共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすための「じぶんの町をよくするしくみ」です。
　美濃加茂市で集められたお金の約７割は、下記の活動をはじめとした美濃加茂市の地域活動に使われ、残りの３
割は、市町村を超えた広域での活動や災害時の備えなどに使われています。
　令和３年度の募金の一部は、今年、次の事業に使われました。

　皆さまから温かい善意を寄せていただいたからこそ、実現することができました。ありがとうございました。

赤い羽根共同募金  5,400,891円募集期間：１０月１日～１２月３１日

歳末たすけあい募金  865,012円募集期間：１２月１日～１２月３１日

令和4年度令和4年度

ラインみのかも ひまわりの家

民生委員の皆さまの
ご協力のもと、ひとり
暮らし高齢者の方々
へお見舞いの品をお
届けいたしました。

いただいた募金は
このような活動にも
使われています

子どもたち
の活動の
ために

居場所
づくりの
ために

地域の
活動の
ために

歳末
たすけあい
のために

・ふれあい・いきいきサロン

・日常生活自立支援事業利用者（低所得者）への利用料助成・啓発活動
・ボランティア活動支援

・子ども食堂・ひとり親家庭交流・福祉教育 《パラスポーツ体験》

・ミシンカフェ ・まちの大学minokamo（スマホ講座）

●  2  ●
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加茂女会 美濃加茂善意銀行

美濃太田機関区OB会

山之上小学校 ２年生 美濃加茂市健寿連合会

⃝小山寺 ⃝美濃加茂善意銀行 ⃝加茂女会 
⃝美濃加茂市健寿連合会 ⃝山仲農園 ⃝髙井光枝
⃝堀部美和 ⃝西田知子 ⃝山之上小学校 ２年生
⃝美濃太田機関区OB会 ⃝KYB労働組合 ⃝（株)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 ⃝（株)ダイナム美濃加茂店募金箱　　
⃝東図書館コーヒーボランティア募金箱 ⃝公共施設募金箱
⃝総合福祉会館 むくの木募金箱 ⃝匿名1団体、1名

赤い羽根募金
⃝各地区自治会
⃝民生児童委員協議会
⃝ハローワーク美濃加茂
⃝可茂消防事務組合
⃝自衛隊岐阜地方協力本部 
　美濃加茂地域事務所
⃝木村好孝
⃝木村重雄
⃝野中義明
⃝美濃加茂市役所職員
⃝美濃加茂市母子寡婦福祉会
⃝ボーイスカウト美濃加茂第１団
⃝東芝物流(株)OB会
⃝(株)オークワ美濃加茂店
⃝健康の森募金箱
⃝福祉会館募金箱
⃝福祉会館内赤い羽根
　マッサージ機利用者
⃝共同募金会美濃加茂市
　支会理事
⃝社会福祉協議会役職員
⃝匿名1名

赤い羽根募金（ダイレクトメール）
⃝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
⃝(株)タグチ
⃝(医)録三会　太田病院
⃝(有)石田金物店
⃝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)森看板
⃝(有)ほうゆう
⃝(医)清風会  林クリニック
⃝三和木材(株)
⃝(株)テクノミスギ
⃝北川工務(株)
⃝(株)栗山組
⃝(株)中部工具
⃝(財)総合保健センター
⃝(株)Trust  Ace　Motors
⃝(株)中濃互助センター
⃝(株)アクセス
⃝(株)中建
⃝(有)三協車輛
⃝益浩不動産
⃝小原会計事務所
⃝加茂オート(株)
⃝ふかがや眼科

⃝(株)ワタケン・ホーム
⃝(株)山登ゴム
⃝弘明電気工業(株)
⃝福井事務所
⃝(株)愛和
⃝禅隆寺
⃝(有)リタッグ
⃝(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
⃝(株)長井産業
⃝中濃瓦斯(株)
⃝(株)美光技研
⃝日江井外科
⃝(有)渡辺塗料店
⃝岐阜防災(株)
⃝(株)技研オガワ
⃝(有)東海金物店
⃝(有)養老軒
⃝小池農園
⃝(有)ヤマダ技研
⃝(有)平野製作所
⃝(有)伊瀬ゴルフクラブ
⃝観音寺
⃝(株)西田技巧
⃝亀山登記測量事務所
⃝加茂う
⃝名北工業(株)
⃝法仙坊ゴルフ倶楽部

⃝小川機工(株)
⃝(株)キンジョー
⃝(有)春見ライス
⃝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)
⃝いこまファミリークリニック
⃝カモノ建装社
⃝(宗)正眼寺
⃝(有)松吉商店
⃝(株)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
⃝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)クマシロエイム
⃝(株)木構堂

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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　１月のサロンは、新年会としてゲーム遊びが行われました。福笑いと岐阜県方言カルタ、そして下敷
きサイズの大きなトランプを使った神経衰弱で盛り上がっていました。「このカードで良かったよね？」「そ
れ違うよ」などと声をかけ合いながら、和気あいあいとした雰囲気の中で時間が過ぎていきました。「覚
えなきゃいけないから頭を使うし、カードをひくために動くことになるから体も使えて良かったわ」「楽
しかったからまたやりたいね」と大変好評でした。

マスクの着用や手指の消毒、参加者の体調確認や換気など感染症対策をして開催されています。
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。

（順不同・敬称略）

カヤバ株式会社様より めぐみの農業協同組合様より

令和４年１１月１日～令和５年1月31日

●NTT退職者なんてんの会　●福田　一郎
●ジュークボックス　 　　　●石原　孝規
●野村　寿彦　 　　　　　  ●匿名１名

福祉に役立てて
●みのかも花づくりの会
●間宮　敏彦　
●安江電機商会　●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11名
学習支援へ

●匿名4名
お結びんへ

●(株)都筑
●美濃加茂市社会福祉協力会

ひまわりの家へ
●美濃加茂市赤十字奉仕団 ●生長の家 加茂総連 ●カヤバ株式会社
●おてらおやつクラブ明願寺 ●長尾　光江 ●日比野　正人
●おてらおやつクラブ久遠寺 ●渡邉　武雄 ●天野　速水
●社協職員有志 ●匿名17名

福祉に役立てて（フードバンク）

●ふかがや眼科　　●福地　誉社協特別会費のご紹介　（令和４年１２月１２日～1月31日）敬称略

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。
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コミュニティカフェ（居場所活動）の様子 ２０２２年９月 多職種連携の研修会の様子

サロン藏前 （蜂屋町下西自治会）　

令和5年1月16日　下西公民館令和5年1月16日　下西公民館

おてらおやつクラブ久遠寺様より おてらおやつクラブ明願寺様より
場　所：美濃加茂市役所福祉課（西館１階）「心と暮らしの相談窓口」
電　話：０５７４－２５－２１１１（内線３４１）
メール：se-kon@minokamo-shakyo.or.jp
営業時間：月～金曜日　８時３０分から１７時１５分まで

【就労準備支援】
「社会に出ることに不安がある」「人とうまく
コミュニケーションがとれない」といった理
由ですぐに職に就くことが難しい方を対象と
する事業です。コミュニティカフェ（居場所
活動）などで、趣味や特技など「好きなもの」
「興味のあること」を体験できる活動を行っ
ています。
自分の意思で主体的に参加していただける活
動を企画し実施しています。

【家計改善支援】
日頃の生活におけるお金のやりくり、
収支の状況確認、借金に関すること、滞納に
よる支払い相談、その他お金に関する困りご
とのサポートをさせていただきます。

【重層的支援体制整備事業への移行準備】
地域共生社会の実現に向けて、それぞれの分
野（児童・障がい・高齢等）の専門職同士が
手をつなぎ、地域と一緒に支えあっていける
よう、サポート体制を整える取り組みを行っ
ています。誰もが安心して生活できる地域を
目指していきます。

お問い合わせ先

生きづらさを抱えた方には生きづらさを抱えた方には

「心と暮らしの相談窓口」です
こんにちは！ お金、家族、

仕事…心配や
不安がいっぱい

1人で悩んで
いませんか？

お金のやりくりに
困っている方には
お金のやりくりに
困っている方には

【自立相談支援】
「失業」「お金」「ひきこもり」「発達障害」など暮らしの中の困りごとや悩み
に寄り添いながら、解決策や対応策を考えていきます。必要に応じて
専門家と一緒に自立に向けたサポートを実施します。
本人、家族、地域の方など、どなたでもお気軽にご相談ください。
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　１月のサロンは、新年会としてゲーム遊びが行われました。福笑いと岐阜県方言カルタ、そして下敷
きサイズの大きなトランプを使った神経衰弱で盛り上がっていました。「このカードで良かったよね？」「そ
れ違うよ」などと声をかけ合いながら、和気あいあいとした雰囲気の中で時間が過ぎていきました。「覚
えなきゃいけないから頭を使うし、カードをひくために動くことになるから体も使えて良かったわ」「楽
しかったからまたやりたいね」と大変好評でした。

マスクの着用や手指の消毒、参加者の体調確認や換気など感染症対策をして開催されています。
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。
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カヤバ株式会社様より めぐみの農業協同組合様より

令和４年１１月１日～令和５年1月31日

●NTT退職者なんてんの会　●福田　一郎
●ジュークボックス　 　　　●石原　孝規
●野村　寿彦　 　　　　　  ●匿名１名

福祉に役立てて
●みのかも花づくりの会
●間宮　敏彦　
●安江電機商会　●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11名
学習支援へ

●匿名4名
お結びんへ

●(株)都筑
●美濃加茂市社会福祉協力会

ひまわりの家へ
●美濃加茂市赤十字奉仕団 ●生長の家 加茂総連 ●カヤバ株式会社
●おてらおやつクラブ明願寺 ●長尾　光江 ●日比野　正人
●おてらおやつクラブ久遠寺 ●渡邉　武雄 ●天野　速水
●社協職員有志 ●匿名17名

福祉に役立てて（フードバンク）

●ふかがや眼科　　●福地　誉社協特別会費のご紹介　（令和４年１２月１２日～1月31日）敬称略

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。
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コミュニティカフェ（居場所活動）の様子 ２０２２年９月 多職種連携の研修会の様子

サロン藏前 （蜂屋町下西自治会）　

令和5年1月16日　下西公民館令和5年1月16日　下西公民館

おてらおやつクラブ久遠寺様より おてらおやつクラブ明願寺様より
場　所：美濃加茂市役所福祉課（西館１階）「心と暮らしの相談窓口」
電　話：０５７４－２５－２１１１（内線３４１）
メール：se-kon@minokamo-shakyo.or.jp
営業時間：月～金曜日　８時３０分から１７時１５分まで

【就労準備支援】
「社会に出ることに不安がある」「人とうまく
コミュニケーションがとれない」といった理
由ですぐに職に就くことが難しい方を対象と
する事業です。コミュニティカフェ（居場所
活動）などで、趣味や特技など「好きなもの」
「興味のあること」を体験できる活動を行っ
ています。
自分の意思で主体的に参加していただける活
動を企画し実施しています。

【家計改善支援】
日頃の生活におけるお金のやりくり、
収支の状況確認、借金に関すること、滞納に
よる支払い相談、その他お金に関する困りご
とのサポートをさせていただきます。

【重層的支援体制整備事業への移行準備】
地域共生社会の実現に向けて、それぞれの分
野（児童・障がい・高齢等）の専門職同士が
手をつなぎ、地域と一緒に支えあっていける
よう、サポート体制を整える取り組みを行っ
ています。誰もが安心して生活できる地域を
目指していきます。

お問い合わせ先

生きづらさを抱えた方には生きづらさを抱えた方には

「心と暮らしの相談窓口」です
こんにちは！ お金、家族、

仕事…心配や
不安がいっぱい

1人で悩んで
いませんか？

お金のやりくりに
困っている方には
お金のやりくりに
困っている方には

【自立相談支援】
「失業」「お金」「ひきこもり」「発達障害」など暮らしの中の困りごとや悩み
に寄り添いながら、解決策や対応策を考えていきます。必要に応じて
専門家と一緒に自立に向けたサポートを実施します。
本人、家族、地域の方など、どなたでもお気軽にご相談ください。
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ひまわりの家は、指定障害福祉サービス事業所として、就労継続支援B型及び生活介護を行っています。
利用者様に対し、生産活動等を通じて工賃の向上や就労に必要な支援、日常生活上の支援を行っています。

生産活動の紹介
　生産活動として、自動車部品や
水道部品の加工、封筒・名刺等の
印刷作業、障害者優先調達法を活
用したマット交換等、その他市内の
業者から依頼される施設外作業を
行っています。
　また、自主製品である布製品等
の販売を行っています。
　詳しくは美濃加茂市社会福祉協
議会ホームページをご覧ください。

地域とのつながり
　生産活動、ボランティア受入れ、利用者様による地域行事での太鼓演奏等を通して、地域の方に障がいのある人
への理解を深めていただくとともに、利用者様が住み慣れた地域で生活できるよう活動しています。
　前年度までは、新型コロナウイルス感染症の影響で地域行事が中止となり活動できませんでした。今年度は、以
前の状況に戻りつつある中で、森山ふるさと夏まつりで利用者様の太鼓演奏や健康・福祉すこやかフェスティバル
で自主製品の対面販売を行いました。

支援ボランティアの募集！！
　ひまわりの家では、利用者様と一緒に活動を行ってくださる支援ボランティアを募集しています。
　ひまわりの家の活動を知りたい、障がいや支援の仕方について知りたい等、ご興味のある方は是非この機会に
お気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ】　
 ひまわりの家　ＴＥＬ(０５７４)２５-８１９７

ひまわりの家ってどんなところ？

▲毛抜き
パッケージ詰め

木のお皿磨き▶︎

▲森山ふるさと夏まつり演奏 ▲健康・福祉すこやかフェスティバル

給食袋など
布製品販売▶︎

たくさん
売れると
いいなぁ♪

自主製品の販売と
的当てゲームを
行いました。

美濃加茂市社会福祉協議会
ホームページ
（ひまわりの家）
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　可茂森林組合のお仕事について教えてください。

　高齢化が里山の保全にも影響しているのですね。大変多岐にわたるお仕事ですが、その中
の木工製品の製造という点で、ひまわりの家と関わるようになったきっかけを教えてください。

　木材は米ぬかを使って磨いています。利用者様の様子をみて職員が支援をしながら作業
しています。利用者様は「仕事」として責任感を持って取り組んでみえますよ。ご本人の特
性や性格にもあった作業だと感じています。

　ひまわりの家の最近の商品として、ケヤキ材で作ったお皿があります。お皿の原型を可茂
森林組合さんから仕入れ、ひまわりの家で仕上げてふるさと納税の返礼品として登録してい
ます。利用者様も楽しんで作業を行っており、木材が利用者様の力を引き出しているんじゃ
ないかと感じています。

　色々な面で社協の事業に関わって下さっているんですね。
　山路さんが考える「林業」と「福祉」との関わりや目標を教えてください。

　基本的な業務は管轄内の里山整備です。里山は、昔は薪を切るために山に入るなど、手
を入れることができていましたが、現在は高齢化によって整備する方も少なくなりました。
やぶに猪などが住みつくので、竹の伐採作業もあります。他地域に比べ美濃加茂市では里
山整備の事業が中心です。
　私の主な仕事としては、山の所有者の方への伐採の説明や、健康の森の管理・運営、木
工製品の製造や体験活動の企画・実施などがあります。

　きっかけは、ひまわりの家から「障がいのある方でも、できる仕事はないですか」とお問合
せをいただいたことです。ちょうど、木製のスツールを作成していたので、その脚を磨いて
もらうことにしたんです。出来上がった脚はピカピカで、ニスでも塗ったのかなと思うほど
でした。それから、ノベルティグッズの木製マグネットの磨きをお願いしました。これもき
れいに仕上げていただけました。

　組合の職員がやろうとするとどうしても時間が取られる作業なので助かっています。

　商品の木材は、里山整備の際に出た木材を使用しています。資源の循環になっていますね。
　他にも社協と関わりのあるひきこもりがちな方に、薪割を手伝ってもらったりしています。
何か作業を通じてだとコミュニケーションが取りやすいようです。

　可茂森林組合としては里山整備などで伐採した木を活かす商品を考えていきたいですね。
重機を入れて木材を運び出すのが大変で、伐採した木材の半分はそのまま山に置いてきてい
る状況があります。そういった、山に置いてきている木材を活用したいと考えています。そ
の中でもお皿をはじめとした木工商品は新しく取り組んでいる部分になります。付加価値を
つけた商品開発をしていきたいですね。
　私個人としては、木材を磨くことを活かせる新しい商品のアイデアを模索中です。
　今まで関わったことのない分野の仕事は刺激になります。ご縁をつないで、障がいを持
つ方に合わせた仕事を考えていきたいですね。

みのかも
エール !

第12回

社　協

山路さん

今回は、「ひまわりの家」に木工製品の仕事を通じてご協力頂いている可茂森今回は、「ひまわりの家」に木工製品の仕事を通じてご協力頂いている可茂森
林組合 山路さんにお話を伺いました。「林福連携」について考える貴重なお話林組合 山路さんにお話を伺いました。「林福連携」について考える貴重なお話
を伺うことができました！を伺うことができました！

ひまわり職員
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　「スマートフォンを手にしてみたけど、使えるのか
不安…」「購入したけど、わからないことだらけ」な
ど、スマホ初心者向けの基礎から学べる講座です。
　スマホをお持ちでない方にはお貸ししますので、
お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5年4月13日（木）、5月11日（木） 
　　　　いずれか１日
時　間：１３時３０分～１５時00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：１0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。

　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5年４月25日から６月27日までの
 　毎週火曜日開催　全１０回
時　間：１０時３０分～１２時００分
場　所：総合福祉会館
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）
申込期間：３月１日（水）から３月３１日（金）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。　

information

●令和２年７月豪雨災害義援金 ………………… ２０,０００円
●令和４年３月福島県沖地震災害義援金 ……… ３２,４６５円
●令和４年７月大雨災害義援金 …………………… ９,２５５円

皆様からお寄せいただいた義援金・救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・救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。

　今年度から社協の募金箱の貸し出しを始めました。今回は次の団体にお貸ししました。
○ワンコインカフェ「憩」 様　　　○みやもと歯科 様
　集められた募金は、住み慣れた地域で安心して生活できる福祉のまちづくりのために
活用させていただきます。
　募金箱の設置にご協力いただける事業所や企業の方、連絡をお待ちしております。

●令和４年８月３日からの大雨災害義援金………… ８,５１３円
●令和４年台風第１５号災害義援金 ……………… ４,４３０円
●ウクライナ人道危機救援金………………… 3,345,360円

令和４年度 災害義援金・救援金報告

募金箱の設置 ありがとうございました　　　

report

（マット交換の様子）

　ひまわりの家では、障がいを持つ方の就労訓練の一環として様々な活動に取り組んでいます。
　ひまわりの家についての詳細は６ページ、ひまわりの家に協力していただいている森林組合さんの
インタービューは７ページをご覧ください

お知らせ
information

　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お問い合わせください。

問合せ先：地域福祉係（28-6111）

交通遺児世帯の援護金について

まちの大学minokamo
「これからはじめるスマホ講座
　～安心してスマホデビューしよう～」

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？～

報　告
report

ご協力いただき
ありがとう
ございます
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