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＜今月の表紙＞
みずほ生き活きサポーターくつろぎ隊

　介護予防サポーターとして市内４か所で「くつろ

ぎカフェ」を開催し、介護予防推進活動に取り組ん

でいます。

　サポーターの声「私たちサポーターは、参加して

頂くかたの“笑顔”と“楽しかった！ありがとう”

という言葉が活動の原動力です！」

社協だより あい♥愛は、赤い羽根共同募金の配分金により発行しています。社協だより あい♥愛は、赤い羽根共同募金の配分金により発行しています。

健康づくりde学んで笑って 若がえり講座健康づくりde学んで笑って 若がえり講座

自分自身のために気軽に健康づくりを学んでみませんか？

を開催します！（みずほ生き活きサポーター養成講座）

講座の日程や内容の詳細は１０ページをご覧ください

10歳!?



▲ホリパパサロン

▲災害ボランティアの推進

▲福祉学習事業

　紙面の都合上、掲載されていない事業もあります。
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、実施できなかった事業は掲載しておりません。

福祉協議会事業報告
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 4　児童福祉事業
（１）子育て支援事業
　　①地域子育て講演会（会費事業）　参加者36名
　　②ホリパパサロン（子育てサロン）の開設（共同募金配分金事業）　
　　　４回開催　参加者延べ95名

 5　福祉総合相談支援事業　　　
（１）心配ごと相談所の開設（市補助金事業）　開設日数146日　相談利用者延べ176名
（２）生活困窮者自立支援事業（市受託事業）　受付延べ166件　支援対応延べ1,427件
（３）成年後見制度利用支援機関の運営事業（市受託事業）　相談者延べ14名
（４）子どもの学習支援・生活支援事業
　　・みずほわくわくスクール【子ども・若者の居場所づくり事業】（会費・市受託事業）
　　　参加者延べ　子ども777名、ボランティア475名
（５）子ども食堂（市受託事業）　・食材配布　12回実施　利用者延べ1,059名
（６）日常生活自立支援事業（県受託事業）　利用者延べ21名
（７）生活福祉資金の貸付（県受託事業）　相談延べ14件
（８）生活福祉資金（コロナウイルス特例）の貸付（県受託事業）　相談延べ891件
（９）緊急一時食料支援事業（会費事業）　利用延べ37件
　
 6　ボランティアセンター事業　
（１）ボランティア活動の促進
　　①ボランティア登録状況（会費事業）　　・90団体 　1,132名　
　　・個人 98名　・災害ボランティア（個人）　40名（令和４年３月31日現在）
　　②ボランティアの育成（会費事業）
　　・話し相手（傾聴）ボランティア講座　参加者22名
　　・通学路見守りボランティア研修会　参加者14名
　　③ボランティア連絡会（共同募金配分金事業）　参加者17名
（２）災害時の支援体制の仕組みづくり
　　①災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施（会費事業）　参加者21名
　　②災害ボランティアコーディネーター養成講座（会費事業）　参加者24名
（３）福祉教育の推進（共同募金配分金事業）
　　・福祉学習事業　本田小学校・牛牧小学校・中小学校・朝日大学
　
 7　広報・調査研究活動事業　
（１）社協だより「あい♥愛」（共同募金配分金事業）　６回発行
（２）社会福祉大会（共同募金配分金事業）　オンラインにて開催
　
 8　共同募金（共同募金事業）　
（１）募金総額　7,979,673円　
（２）歳末たすけあい募金の配分（一部会費事業）　３団体に配分

 9　法人組織基盤強化
（１）会員会費の徴収　一般会員の加入促進と賛助会員の拡大（会費事業）
　　・一般会員　11,618世帯　11,634口　・賛助会員 186事業所　 257口
（２）役員研修（会費事業）
（３）会務の運営（会費事業）
　　①理事会　５回開催　②評議員会　３回開催　③評議員選任・解任委員会　２回開催
（４）社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会表彰・感謝状の授与（会費事業）
（５）職員研修（会費事業）
（６）各福祉施設・関係機関・民間企業等との連携

▲買い物等支援事業

▲地区社協の設立・運営

▲あい♥愛マーケットの商品（一部）

令和３年度瑞穂市社会
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 1　地域福祉事業
（１）地域の支え合い体制の推進（市受託金・会費事業）
　　①瑞穂市地域支え合い推進会議（第１層協議体）　４回開催
　　②第１層・第２層協議体交流会　参加者22名
　　③第２層協議体運営サポート　生津・本田・穂積・牛牧・西校区
　　　（校区ごとの「支えい合いのまちづくり」に向けた会議、アンケート調査等の実施支援など）
　　④ご近所たすけあいボランティア講座　参加者13名
（２）買い物等支援事業の実施（会費・共同募金配分金事業）
　　・本田団地・牛牧団地・呂久　利用者延べ885名
（３）見守り体制の構築（会費事業）　・福祉協力員研修会　参加者41名　
　　・福祉協力員数283名（69自治会）（令和４年３月31日現在）
（４）ふれあい・いきいきサロンの推進（会費・共同募金配分金事業）
　　・34団体中、28団体が実施　延べ197回実施
（５）地区社協の設立・運営支援　牛牧校区（会費事業）
　　・地区社会福祉協議会設立準備委員会　11回開催　　
　　・牛牧地区社会福祉協議会　令和３年12月１日設立　　
（６）福祉に関する意識啓発（会費事業）　・地域福祉推進セミナー　参加者38名
（７）貸出事業（会費事業）
　　①福祉機器　延べ70件　②福祉車両　延べ50件　③備品　延べ28件

 2　高齢者福祉事業
（１）地域包括支援センターの運営（もとす広域連合受託事業）
　　①総合相談・権利擁護事業　相談延べ2,395件
　　②みずほケアマネサロン　５回開催
　　③地域ケア会議推進事業　・小地域ケア会議　12回開催
　　④在宅医療・介護連携の推進　・市民のための在宅医療講座　２回開催　参加者延べ42名
　　⑤介護予防体制の充実
　　・地域団体への出前講座　12回開催　参加者延べ478名
　　・みずほ生き活きサポータースキルアップ研修　６回開催　参加者延べ112名
　　・くつろぎカフェ開催支援
（２）認知症施策の推進（市受託事業）
　　①認知症になってもあんしんまちづくり協議会　１回開催
　　②認知症サポーター・認知症キッズサポーター養成講座　
　　・出前講座でのサポーター及びキッズサポーター養成　11回開催　参加者延べ637名
　　・市民のための認知症勉強会（認知症サポーター養成講座）　６回開催　参加者延べ74名
　　③ＲＵＮ伴＋（ＰＬＵＳ）みずほ
　　・実行委員会　11回開催　　・協賛企業・団体への啓発訪問活動の実施　23件
　　・モニュメント作成・展示
（３）在宅介護支援センターの運営（市受託事業）　訪問延べ410件　
　
 3　障がい者（児）福祉事業
（１）障がい者への支援（会費事業）　・すこやかクラブ　12回開催　利用者延べ22名
（２）障がい者への理解の促進　・あい♥愛マーケット（会費事業）　10回開催
（３）多機能型障がい福祉サービス事業の運営（給付費・市補助金）
　　①豊住園利用者 20名　②すみれの家利用者 23名
（４）障がい者（児）相談支援事業所の運営（支援給付費）
　　計画相談支援・障害児相談支援　　
　　・利用契約者378名　
　　・サービス利用支援、障害児支援利用援助の実施　374件
　　・継続サービス利用支援、継続障害児支援利用援助の実施　130件



一般 福祉事業会計 単位：円

福祉作業所　すみれの家会計 単位：円

福祉作業所　豊住園会計 単位：円

瑞穂市社協
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収入の部 支出の部

合計
266,244,655

合計
266,244,655

介護保険
事業収入
61,983,734

介護保険
事業収入
61,983,734

会費収入
12,919,000

寄附金収入
1,754,287

法人運営事業
78,190,378
法人運営事業
78,190,378

調査研究事業
6,837

企画広報事業
123,600

地域福祉推進事業
41,732,912

心配ごと相談所
1,162,524

ボランティアセンター活動事業
5,270,749

共同募金配分金事業
3,338,483

地域包括支援
センター事業
58,584,669

地域包括支援
センター事業
58,584,669

老人福祉
センター事業
2,391,190

生活困窮者
自立支援事業
15,355,072

日常生活自立
支援事業
1,129,736

資金貸付事業
5,301,513

障がい者自立支援事業
19,436,452

認知症総合支援事業
10,187,588

在宅介護支援センター事業
1,569,980 生活支援体制整備事業

6,176,656

家計相談支援事業　3,459,847

繰越金支出　7,130,166

学習支援事業　1,794,417

成年後見制度利用支援事業　982,310
就労準備支援事業　2,919,576

経常経費補助金収入
120,824,124
経常経費補助金収入
120,824,124

受託金収入
47,354,951

事業収入
266,003

貸付事業等収入
292,000

障害福祉サービス
等事業収入
8,977,190

受取利息
配当金収入
12,507

その他の収入
919,665

拠点区分間
繰入金収入
5,425,935

その他の活動に
よる収入
5,515,259

収入の部 支出の部

合計
58,406,712

合計
58,406,712

就労支援事業収入
6,426,245

経常経費補助金収入
31,000

拠点区分間繰入金収入
13,919,734
施設整備等収入
122,000

その他の収入
76,492

障がい福祉サービス等事業収入
37,831,050

障がい福祉サービス等事業収入
37,831,050

受取利息　
配当金収入

191

生活介護事業
42,447,424
生活介護事業
42,447,424

就労継続支援B型事業
15,959,288
就労継続支援B型事業
15,959,288

収入の部 支出の部

合計
62,185,527

合計
62,185,527

就労支援事業
収入
6,247,162

経常経費補助金
収入 31,200

生活介護事業
42,351,195
生活介護事業
42,351,195

就労継続支援B型事業
19,834,332
就労継続支援B型事業
19,834,332

障がい福祉サービス等事業収入
37,224,080

障がい福祉サービス等事業収入
37,224,080

受取利息　
配当金収入

75

その他の収入
110,700

拠点区分間
繰入金収入
18,480,352

寄附金収入　91,958

　本会ホームページにも、令和３年度事業報告及び決算報告を掲載しています。
　詳しくは、「瑞穂市社協」でご検索ください。

瑞穂市社会福祉協議会　令和3年度決算報告瑞穂市社会福祉協議会　令和3年度決算報告



～私たちも地域福祉活動を応援しています～
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ボランティア登録者数≪R4.7.1現在≫

団体 84団体

 1,025名

個人 84名

災害ボランティア 31名

合計 1,140名

ボランティアに関するご相談等は、

瑞穂市ボランティアセンターへ
（TEL 327-8610）

No.111ボランティアだよりボランティアだよりボランティアだより

歩道の草取り

　長い間、自粛してきたボランティア

活動が、感染対策を行いながら少しず

つ再開し始めています。

　活動が再開したことで、地域の皆さ

んと再会することができました。

●活動をさいかいしました！
（再開・再会）

●コロナ禍だからこそ！
　自治会活動の草取りも、人が集まっての活動になるため、中止にして

いたところが多かったと思います。

　“地元の子どもたちのために通学路をキレ

イにしたい”という思いから、下唐栗お助け

隊は、コロナ禍も活動を続けています。

　定期的な活動で歩道もキレイになり、仲間

と集まる機会をつくることで、つながりが途

切れることなくボランティア活動を楽しく続

けられています。

　このように、再開されたボランティア、コロナ禍だからこそ活動を継続するボランティアがいます。

まずは、身近なところから始めませんか？ボランティアセンターがお手伝いします。

もりもり学習サロン若山　種子氏

読み聞かせ

子どもたちの学習を

お手伝いしてくれる

ボランティアを募集してます！

フラワーアレンジメント

おはなしの会　『ぽまと』

下唐栗お助け隊
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頑張っています

私たち!!
ぴゅあ通信

　福祉作業所（多機能型）とは、障害者総合支援法に規定されている主に通所による就労や生活上の

支援を行う障がい福祉サービス事業所です。

瑞穂市古
橋1635－

1

☎ 328-7
187

福祉作業
所

瑞穂市本
田85－1

☎ 327-9
947

福祉作業
所

と よ ず み え ん

　豊住園、すみれの家では、様々な商品を作り販売しています。販売商品の詳細につきましては、

本会のホームページ（https://www.mizuho-shakyo.org）にカタログを掲載しておりますので、ご

覧いただくか、各作業所までお問い合わせください。 こちらからカタログが見られます→瑞穂市社協

瑞穂市マスコットキャラクター

「社協だより見たよ」と

伝えてね！

お待ちしてまーす‼

　暑い日が続くと冷たい飲み物が手放せませんね。私たち豊住園では、穂積

地区で集荷されたペットボトルを手作業で分別しています。毎週たくさん運

搬されてきます。

　「何このにおい？」ペットボトルに残った調味料が腐ってひどい臭い！！

他にもタバコの吸い殻が詰められている時もあります。

　また、キャップやフィルムが付いたままねじられて変形したボトルは、分別が大変です。

　作業中は衛生面に気を付けていますが、汚れたボトルは感染症のリスクもあります。

ペットボトルについてみなさまにお願い
①フィルムを剥がす→②中を洗う→③ねじらない

上記の様にリサイクルにご協力をよろしくお願いします。
　暑い夏を冷たい飲み物と一緒に楽しみましょう。

　地域の皆さまが、すみれの家に足を運んでいただける機会を作りたいと思い、

お菓子のプレゼントを企画しました。先着50名様に、すみれの家のお菓子、な

んと！！200円分プレゼントいたします。

　期間：社協だよりがお手元に届いてから、　　　　　　　　　　　　

　　　　５０名に達したら終了になります。

　場所：福祉作業所すみれの家（古橋１６３５－１)　

　時間：１０：００～１５：３０

暑い夏には！！

ペットボトルの
分別作業の様子

焼きドーナツ クリスプ・ちゅいーる クッキー

お菓子（一例）
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地域包括支援センターだより地域包括支援センターだより地域包括支援センターだより
瑞穂市別府1283番地（総合センター1階）　TEL 327－4118

認知症について正しく理解
し、認知症の人やその家族
を温かく見守り、支援する
応援者になりませんか？
ぜひご参加ください。

○日　時：9月9日（金）13：30～15：00（受付：13：15～）

○場　所：総合センター１階　地域福祉ルーム

※事前予約制となっております。地域包括支援センター（TEL 327-4118）に、9月5日（月）までにお問

い合わせください。

当日は、感染拡大防止対策を講じて実施します。自宅での検温、マスクの着用にご協力ください。

２週間以内に発熱（37.０度以上）、風邪・味覚障害など自覚症状があるかたは、参加をお控えくださ

い。

認知症サポーター養成講座開催のお知らせ

令和4年度　市民のための認知症勉強会

いつまでもおいしく食べるために健口づくりに取り組みましょういつまでもおいしく食べるために健口づくりに取り組みましょう

　歯や口の機能（口腔機能）は「食べること」や「話すこと」などに不可欠な機能で、全身を支

える土台のようなものです。一生おいしく、楽しく安全な食生活を送るためには、お口の健康を

維持していくことが大切です。

お口の健康状態をチェックしてみましょう！

　　 □ 半年前にくらべて硬いものが食べにくい　　□ お茶や汁物を飲むとき、むせることがある

　　 □ 虫歯や歯周病を治療していない　　　　　　□ 口の中に食べかすが残る

　　 □ 最近、人と話す機会が減っている
□が入った人は要注意です！

健口づくりをはじめましょう今日から

放っておくと・・・

かめない

かむ機能が
低下

柔らかい物
ばかり食べる

食事量や
食欲が低下

栄養不足
筋力低下

全身の機能
が低下！！

毎食後に歯磨きをしましょう。

歯ブラシだけでなく、歯間ブラ

シ、デンタルフロスを利用しま

しょう。

半年に1回を目安に歯科検診を

受けましょう。歯石の除去や義

歯・口の状態をチェックしまし

ょう。

“パタカラ体操”でお口の筋肉

を鍛えましょう。

5回ずつ繰り返します。はっき

り発音してみましょう。

「パタカラ」

「パパパ、タタタ、

　カカカ、ラララ」
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ふれあい・いきいきサロンは、皆さんからいただいた社会福祉協議会会費・赤い羽根共同募金を活用しています。

　ふれあい・いきいきサロンは、市内に３３か所あり、地域の皆さんで、身近な場所で

気軽に集まり、おしゃべり等で仲間と楽しく過ごせる「地域の交流の場・仲間づくりの

場・居場所」です。

　コロナ禍で、開催時間は短く、みんなでワイワイお茶菓子を囲むことはできないけれ

ど、何とかつながり続けたいという思いで、工夫しながら皆さんで楽しい時間を過ごし

ています。

　そんなふれあい・いきいきサロンの活動を、少しでも多くの皆さんに知っていただき

たいと思い、本紙で紹介していきます！

【開催日程】毎月第４水曜日　１０：００～
【開催場所】居倉公民館

サロンボランティアによる手話教室。みんなで楽
しく日常生活で使える手話を学びました。最後に
は、簡単なあいさつができるようになりました。

【開催日程】毎月第２火曜日　１０：００～
【開催場所】駅北公民館

約２年ぶりの再開で「久しぶりだね。元気だった？」等
声をかけ合いました。やっぱり直接会えるのは良いで
すね。写真は、コグニサイズに挑戦しているようす。
やってみると難しい！でもみんな笑顔です。

【開催日程】毎月第３木曜日　９：３０～
【開催場所】柳一色公民館

なかなかビンゴが揃わず、誰が一番にビンゴにな
るかドキドキしました。みんなでやるとやっぱり
楽しい！

【開催日程】毎月第２木曜日　１３：００～
【開催場所】牛牧団地公民館

毎月、催しものを見たり、皆さんで体操をした
り、生活に役立つお話を聞いたりしています。写
真は、笑いヨガのようすです。

　お住まいの地域に「サロンをつくりたい！」、「サロンに参加したい！」、「サロンを見学してみた

い」と考えているかたは、本会までお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

　瑞穂市社会福祉協議会　地域福祉課

　TEL ３２７－８６１０／FAX ３２７－５３２３

　メール  chiiki@mizuho-shakyo.org

ふれあい・いきいきサロン活動
市内の

サロン・スマイル

桜町ふれあいサロン

柳一色ふれあいサロン

あいあいサロン
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QRコードからの
お申込みはこちら→

　「和みの輪」は、不登校やひきこもりや子どもの自立に悩む家族が集って、考えや想いを一緒に分

かち合い、支え合うことを目指す場です。

　病気や経済的といった特別な事情がなく、年間の欠席日数が30日以上となった

「状態」を指します。令和2年度の文部科学省の報告では、小学校で63,350人、

中学校で132,777人が不登校と認定され、年々増加傾向にあります。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　（※文部科学省　不登校の現状　参考）

　さまざまな生きづらさが要因で仕事や学校に行けず、家族以外の第3者の交流

がほとんどみられない状況が6か月以上続いている「状態」を指します。平成30

年の内閣府の調査では、満40歳から64歳までのひきこもりの出現率は1.45%で、

推計数は61.3万人と推計されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　（※厚生労働省　生活状況の調査　参照）

　近年、不登校やひきこもりの課題はわたしたちにとってとても身近な課題となっています。

　いつ、誰が当事者になってもおかしくありません。一人で抱え込まず、まずはお互いの考えや想い

を共感できる仲間と出逢うことから始めませんか？

日　　時：8月29日（月）13：30～15：30

場　　所：総合センター4階　創作室

　　　　　（支援者等の関係者はオンライン受講となります。）

内　　容：～生きづらさを抱えたこどもへのまなざし～

　　　　　講師　NPO法人　ゆめ・まち・ねっと　代表　渡部　達也氏・美樹氏

講師紹介：静岡県庁で児童相談所や富士山子どもの国などに勤務後、38歳で中途退職。2004年、愛妻

と法人を設立し、子どもたちに自由な遊び場を提供する「冒険遊び場たごっこパーク」や

放課後の居場所「子どものたまり場おもしろ荘」を開き、子ども・若者の居場所づくりに

取り組む。（※2011年総務大臣賞、2017年静岡県知事賞　受賞）

対　　象：市内在住の不登校・ひきこもり等のお子さんがいるご家族のかた

　　　　　不登校・ひきこもり経験者のかた

定　　員：会場　20名（会場、オンライン受講ともに予約制です。）

申込方法：上記のQRコードから申込フォームまたは下記連絡先にお問い合わせください。

　　　　　①氏名②住所③電話番号④参加方法（会場またはオンライン）をお伝えください。　

申込期限：8月22日（月）

申　込　先：瑞穂市社会福祉協議会　福祉総合相談センター（担当：河村・川瀬）

Ｔ　Ｅ　Ｌ：327-8610　メール：soudan@mizuho-shakyo.org

瑞穂市マスコットキャラクター

子ども・若者の支援を支える家族会「和みの輪」を開催します

不登校とは

ひきこもりとは



募集・お知らせ

インフォメーションインフォメーションインフォメーション
～　Information　～

申込み・お問い合わせ先

瑞穂市社会福祉協議会　

TEL 327-8610／FAX 327-5323

メール chiiki@mizuho-shakyo.org

メールはこちら↓
令和３年度瑞穂市社会

＜全3回コース＞

～私たちも地域福祉活動を応援しています～
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本講座の申込先　　地域包括支援センター　TEL 327－4118
申込締切：９月５日（月）

・３回全ての講座終了後に、みずほ生き活きサポーター認定証をお渡しします。１回でも欠席されると認定証がお渡しで

きませんので、ご注意ください。（欠席者向けの動画補講あり）

・天候や感染症対策等により、日程が変更となる場合があります。

９月12日(月)
13：30～16：30

＊医師による講演

＊その衰え、本当に年のせい？…フレイルチェックを体験！

＊やさしいリズム体操～ちょっと楽しく習慣化～

＊歯科医師による講演

＊あなたの食卓 栄養知識は健康の基本

＊歌った分だけ強くなる！目指せお口の健口

＊くつろぎカフェへ行ってみよう！

＊薬剤師による講演

＊笑う門には福来る！笑いヨガで脳力・こころ免疫力アップ

＊修了式

総合センター５階
第３会議室

日時

1限目

2限目

課外授業

3限目

場所 内容（予定）

対象：市内在住のかた　　参加費：無料　　定員：２０名

　人生100年時代と言われるようになりました。今から取り組める健康づくりのコツや介護予防に

ついて学び、いつまでも生き活きと若々しく毎日を過ごしませんか？

　講座受講後は、健康づくりに取り組むとともに、地域の中で“みずほ生き活きサポーター”

（ボランティア）として活動していただくこともできます。

　自分自身のため、家族のため、今からできることを始めてみませんか？ぜひご参加ください！

10月31日(月)
13：30～16：30

ご都合の良い日を選んで頂けます

12月19日(月)
13：30～16：30

総合センター５階
第３会議室

各カフェ会場

総合センター５階
第３会議室

健康づくりde学んで笑って 若がえり講座健康づくりde学んで笑って 若がえり講座
（みずほ生き活きサポーター養成講座）

10歳!?



瑞穂市マスコットキャラクター

ホリパパサロン 参加費
不要

　「ホリデーパパサロン」の略称です。お休

みの日に、お子さんと一緒に遊ぶ時間をつ

くってみませんか？

▼日　時　９月10日（土）

　　　　　10：30～11：20

　　　　　（受付は10：00～）

▼場　所　牛牧北部防災コミュニティセンター

　　　　　集会室（十九条413-1）

▼内  容　親子ふれあい遊び

▼講　師  岐阜県レクリェーション協会

　　　　　小原　信子氏

▼対  象　市内在住の3歳以下のお子さんとお

父さん（ご兄弟、お母さん、祖父

母のかた等の参加も可）　

▼定  員　10組の親子（先着順）

▼申　込  ８月１日（月）より受付

▼当日の連絡先　070-4104-4355

　本講座は、赤い羽根共同募金の配分金により実施します。

　認知症のかたもそうでないかたも、「認知症になってもあんしんして暮せるまち」をイメージして、

みんなで市内をオレンジ色でいっぱいにしよう♡　そして、オレンジ色のものの写真を撮ってフォ

トコンテストに応募してね!素敵な景品をゲットしよう!　※オレンジ色は認知症理解のイメージカラーです。
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所属名 氏　名

ボランティア団体 江間　よし子

所属名 氏　名

自治会連合会

自治会連合会

小・中学校代表

富田　清巳

矢野　忠伺

池田　卓也

（順不同・敬称略）
小塚メタル株式会社 100,000円
みずほ盆栽・山草会 3,000円
匿名（4月21日） 蜜柑106個
匿名（4月22日） 砂糖6点
㈲つちや 飲むヨーグルト200個
匿名（4月25日,27日） スナップエンドウ6㎏
Mahalo 飲料水240本,フルーチェ60箱
匿名（5月2日,16日） 菓子6個
匿名（5月2日） 菓子3袋
匿名（5月16日） 菓子2袋
みずほオヤジの会 玉ねぎ150個
匿名（6月3日） レトルト食品23点

（4月21日～6月3日）

善意のご寄付ありがとうございました

新しく選任されましたので、ご紹介させていただきます。
理事　　　　　　(令和4年6月15日現在　敬称略)

評議員　(令和4年5月24日現在　順不同・敬称略)

瑞穂市社会福祉協議会理事・評議員

認知症理解の啓発イベント

【オレンジ色でいっぱいにする期間】　９月１日（木）～ ９月30日（金）

【フォトコンテスト】

　応募期間　10月10日（月・祝）まで

※９月は世界アルツハイマー月間、９月21日は世界アルツハイマーデー

Instagramはこちら Facebookはこちら

みずほ　　おれんぢぷろじぇくと

例えば・・・

　○オレンジ色の花を育てる！

　○オレンジ色の作品や工作に挑戦！

　○オフィスや施設をオレンジ色で飾る！　など

オレンジ色のものを撮影し、

ハッシュタグをつけて投稿

→＃みずほおれんぢぷろじぇくと

入賞者には素敵な賞品をご用意しています！
・岐阜県認知症希望大使賞

・瑞穂市長賞

・瑞穂市社会福祉協議会長賞

・認知症になってもあんしんまちづくり協議会長賞

・RUN伴＋みずほ実行委員会長賞

各 かきりん振興券5,000円＋景品

Step3

RUN伴＋みずほの

公式アカウントをフォロー

→＠runtomo.mizuhoをフォロー

Step2

Instagram（インスタグラム）を

ダウンロード

Step1
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瑞穂市社協

メールは
←こちらから

申込・お問い合わせ先
社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会　瑞穂市別府1283（総合センター１階）

TEL ３２７－８６１０　FAX ３２７－５３２３　メール chiiki@mizuho-shakyo.org
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　本紙に掲載の講義に参加されるかたは、当日自宅で検温し、マスクを着用の上ご参加ください。体調がすぐれない場合

は、参加をお控えください。

　本紙記載の講座の申込で得た個人情報は、講座の運営管理の目的以外には使用しません。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、講座が中止、又は延期になる場合があります。今後の予定については、本会

のホームページ（https://www.mizuho-shakyo.org）をご覧いただくか、お問い合わせください。

地球に優しい植物油を使用した
インキで印刷されています。

ご近所たすけあいボランティア講座ご近所たすけあいボランティア講座
　高齢のかたや、障がいのあるかたの
中には、日常のちょっとしたことで困
っているかたがみえます。ボランティ
ア活動を始めて、ご近所のかたの力に
なってみませんか？

＜日　時＞　９月１１日（日）
　　　　　　１３：００～１６：００
＜場　所＞　総合センター
　　　　　　５階第１～３会議室
＜内　容＞　・生活支援ボランティアが求め

られる背景について
・ボランティアを行う際の高齢
者や障がい者への接遇

　　　　　　・ボランティア活動の実例紹介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
＜対　象＞　市内在住・在勤でボランティア

活動に興味のあるかた　
＜定　員＞　１５名程度（先着順）
＜参加費＞　無料
＜申　込＞　９月２日（金）までに下記へ

お
待
ち

　

し
て
ま
す
‼

＜日　時＞　９月７日（水）、９月14日（水）
　　　　　　９月21日（水）、９月28日（水）
　　　　　　10：00～12：00
＜場　所＞　総合センター
　　　　　　５階第１～３会議室
＜対　象＞　市内在住・在勤・在学のかた
　　　　　　原則、全日受講できるかた
＜定　員＞　20名（先着順）
＜参加費＞　無料
＜申　込＞　８月26日（金）までに下記へ　　
　　　

全４回講座
（全日‘‘ロールプレイ’’を行います）

※本講座は、皆さまからいただいております社会福祉協議会会費
により開催します。

～はじめての話の聴きかた講座～
耳を傾けて聴いてみよう耳を傾けて聴いてみよう

■現在の活動■

・岐阜市障害支援区分判定審査会委員長

・社会福祉法人「日本児童育成園」理事

・ＮＰＯ法人「チャイルドラインぎふ」顧問・受け手

養成講座講師

・岐阜カウンセリング研究会顧問

■プロフィール■

　日本福祉大学卒業後、岐阜県職員、児童相談所所長

定年退職。2000年から東海女子大学（現：東海学院大

学）総合福祉学科教授を経て2012年退任。

　1996年から電話相談ボランティア組織（NPO法人「岐

阜いのちの電話協会」）設立に尽力、電話相談員の養

成・研修、スーパービジョンを担当、協会理事、副理

事長を経て2020年３月退任。

傾聴の会・岐阜　主宰者

子安　崇雄　氏
講師


