福祉だより

2018 年 10 月

《№ 152》

ボランティア登録数 /H30.9.1 現在
★個人：65 人

★団体：58 団体

このマークは社会福祉協議会の「社」を図案化し「手をとりあって明るいしあわせな社会を建設する姿」を表現しています。

駄知町社会福祉協議会 ふれあい事業

駄知友愛の会
70 歳以上の一人暮らしの方、町内会が把握している 70 歳以上のみの世帯の方と 80 歳
以上の方を招待し、食事をしながら演奏や舞踏など楽しんでいただきました。
〈 9月9日 ㈰ 〉
他の地区社会福祉協議会のふれあい事業については３頁をご覧ください

共同募金運動が始まりました。
期間：平成 30 年 10 月１日〜平成 30 年 12 月 31 日
皆さまの温かいご協力をお願いいたします。
主な
記事

・共同募金運動が始まりました ・ふれあい事業のご紹介 ・土岐市福祉の日 ・福祉学び塾を行いました

【発行】土岐市社会福祉協議会 （電話）
0572-57-6661 （住所）〒 509-5202 土岐市下石町 1060 番地
【ＨＰ】http://www.tokishakyo.or.jp
※ この広報紙は共同募金を財源の一部としています
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『誰もがみな幸せであること』それが赤い羽根の願いです。

共同募金運動が始まりました。
実施期間

10 月１日から 12 月 31 日まで

スローガン

じぶんの町を良くするしくみ

共同募金は昭和 22 年に『国民たすけあい運動』として始まり
ました。都道府県ごとに行われており、みなさまからいただいた
募金は身近な福祉や地域の行事に活かされています。

例えば

福祉機器貸出

防災講座

地域のイベント

金のスナップ
昨年の街頭募

岐阜県の本年度の募金目標額

377,491,000円

皆さまの温かいご協力をお願いします。
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共同募金
ふれあい事業 〈 配分金事業
〉

地区社協

土岐市には８つの町ごとに地区社協があります。各町で福祉に関心を持っていただき、地域福祉活性化の
ために、共同募金の配分金を利用して各町のニーズに合わせたふれあい事業を行っています。一部をご紹介
します。

曽木町社会福祉協議会

もみじライトアップふれあいミニコンサート
65歳以上の一人暮らしの方を招待し、ミニコンサー
ト・もみじのライトアップを楽しんでいただきます。
また、準備を通して、濃南中学校生徒に福祉について触
れてもらい、次世代の福祉の担い手の育成を図ります。
本年度は11月９日〜18日の間で予定されています。

妻木町社会福祉協議会

ふれあい野焼き窯
親子で野焼き行事に参加してもらい、ふれあう場を
提供しています。完成した焼き物は、公民館などに展
示し、親子・友だち同士が作品を見て触れ合うきっかけ
をつくっています。本年度は９月８日に開催しました。

流鏑馬行列参列
地元の歴史ある行事を軸に世代間交流を行っていま
す。妻木幼稚園児と各種団体とのふれあいとして、ダ
ンボール製の鎧と兜を作成。後日、幼稚園児は鎧兜を
纏い、鉄砲隊と行列をつくりウォーキングを行います。
例年 10 月に開催されています。

どんど焼き
どんど焼きを軸に、三世代のふれあいの場をつくり、
町民同士のつながりを深めながら、連携し、横のつなが
りの強化を図っています。例年１月に行われています。

肥田町社会福祉協議会

肥田町みんなで元気になろまー会
65 歳以上の一人暮らしの方、夫婦のみの世帯の方
を招待しふれあいの会を開催しています。講話、音楽
演奏などで楽しい時間を過ごしていただきます。例年
９月に行われています。
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第30回 土岐市福祉まつり
第63回 土岐市社会福祉大会

土 岐 市
福祉の日

日

時

平成30年12月２日
（日） 午前10時から午後3時まで

会

場

セラトピア土岐 １階 多目的大ホール（昨年度から会場が変わっています）

主

催

土岐市福祉まつり‥‥‥‥‥ 土岐市・土岐市社会福祉協議会
土岐市社会福祉大会‥‥‥‥ 土岐市社会福祉協議会

スローガン

共に生きる社会をめざして

出入口

地震体験車

災害関係

高齢者作品展示
お茶会
入

物品販売
・授産製品、木工品、布製品等

口

児童作品展示
相

談

ステージ

・介護
・認知症

土岐市社会
福祉大会会場

休憩スペース
体

験

・AED
・マッサー ジ
入

園児作品展示

口

出入口

市民バス

市民バス

ふれあい遊び
・キーホルダー、
ペーパークラフト
作り等

飲食物販売
・みたらし団子
・ラーメン
・おでん等

刃物研ぎ

★会場の配置は変更になる場合があります。

駐車場のご案内
駅

土岐

岐
ア土 ）
トピ り会場
ラ
セ まつ
祉
（福
車場
の駐
り
まつ です。
福祉 ちら
こ
は
川
土岐

駐車場には限りがありますので、
乗り合せてご来場ください。

事務局

土岐市社会福祉協議会
☎ 0572-57-6661
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●第30回土岐市福祉まつり参加団体
団
1

体

名

社会医療法人聖泉会
ホーリークロスセンター

参

加

内

容

おでん販売

動

内

容

精神障がい者が地域で自分らしく過ごせるように
交流・相談・活動を通して支援しています。
「安心して暮らせ、自立した日常生活、社会生活
を営む」ことを理念に掲げ支援しています。

飲食物販売部

2 岐阜県立はなの木苑

ラーメン販売・雑貨等販売

3 シロアム作業所

五平餅・コーヒー・野菜等
知的障がい者の自立支援を行っています。
販売

4 筝曲 寿会

お茶会会場での琴演奏

5 土岐市母子寡婦福祉連合会 お茶会、ジュース販売

6

地域活動支援センター
土岐やまびこ作業所

施設での筝の演奏を行っています。
母子・寡婦に対する施策の勉強や、悩み相談、お
たのしみ会等を開催しています。

五平餅・授産製品（布製品） 作業を通して、
人々と関わり社会性を身につけて、
等販売
地域で生活することを目指しています。

7 東濃ワークキャンパス

パン・クッキー・野菜等販 障がい福祉サービス事業所です。日中活動を通じ
売
て社会参加、自立を目指し頑張っています。

8 土岐市赤十字奉仕団

豚汁・ぜんざい販売

9

10

福祉施設での奉仕、
土岐市駅ベンチの座布団作り、
一人暮らし老人の慰問を行っています。

土岐市ボランティア
連絡協議会

みたらし団子販売、ステー 加盟している団体の活動の発展と、社会福祉向上
ジ補助
に努める目的で結成しています。

NPO 法人 曖
生活支援ハウス un･un

手作り紙製品販売

障がいのある人を、暖かさと曖で包み込み、個性
豊かに、過ごせるところです。

野菜・手作り品販売

視覚障がい者の外出時の支援など。

11 ガイドヘルプ白樺

物品販売部

12

全建総連岐阜建設労働組合 木工教室、住宅相談、綿菓 土岐市・多治見市内の建設に関する業者の集まり
土岐多治見総支部
子等販売
が住宅のあらゆる相談に応じています。

13

岐阜県自閉症協会
東濃ブロック土岐地区

14

土岐地区更生保護女性会
（Will）

福祉バザー

自閉症の啓発と自閉症児者が豊かに人間らしく生
きていける地域を目指して活動しています。

古着・陶器等販売

各団体と協力し、地域の健全な青少年育成・子育
て支援を行っています。

15 土岐地区 BBS 会

クッキー・服の販売

私達は地域で少年少女達との交流や非行のない環
境づくりのための活動をしています。

16 ケアハウス おりーぶ

野菜・小物・アクセサリー ビニールハウスでベビーリーフ等の野菜を作って
等販売
います。就労支援Ｂ型事業所です。

17 土岐市身体障害者福祉協会 ヘルプマークの普及啓発

18

20

身体障がい者の福祉を推進するため設立した会
で、生きがいと自立を目指し活動しています。

岐阜県肢体不自由児者・障が 福祉バザー、ヘルプマーク 社会見学、クリスマス会、行政懇談会、ヘルプマー
い児者父母の会・土岐支部
普及
ク普及活動、定例会などを行っております。

19 社協 ひだ作業所

5

活

社協 身体障害者
デイサービスセンター

野菜・ポプリの販売

外注、園芸作業を実施するとともに、料理教室等
を行い利用者の自立支援に努めています。

椅子・ヘアゴム等販売

身障デイは、利用者様に入浴、排泄、食事の支援、
創作的活動をおこなっています。
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内

容

21 尺八愛好会

尺八演奏

施設で尺八演奏。

22 三味線 秀しず会

三味線演奏

福祉施設で三味線演奏を行っています。

23 手話サークル竹の子

手話歌

手話を学び、
ろうあ者への理解を深め、
多くの人々
に広め、
ろうあ者と共に生きる社会を目指します。

24 NPO 法人 太鼓喜楽

太鼓演奏

施設・イベントで太鼓演奏をしています。

25 土岐津炎太鼓

和太鼓の演奏

太鼓演奏で施設奉仕を行っています。

26

社会福祉法人
陶都会 ドリーム陶都

27 リカンターレ

地域との連携と防災の取り 高齢者の生活を支援する入所施設です。災害対策
組みを紹介
や農業を通して地域との連携を目指しています。
親子合唱

28 岐阜県立東濃特別支援学校 絵画・陶作品の展示
ス テ ー ジ・展 示 そ の 他 部

29 土岐市保育研究協議会

絵画作品展示

結成 7 年目の親子合唱団。
市内グループホーム等で音楽交流を行っています。
「たくましく生きる力を育てる」を教育目標とし
て青少年育成を行っています。
明るい未来を担う「心豊かな丈夫で意欲的な乳幼
児の育成」を目指す保育士の団体です。

30

写真展示、物品販売、無料 高齢者の知識、経験を活用し働くことを通じて高
公益社団法人
土岐市シルバー人材センター 包丁研ぎ
齢者の希望や能力を生かす公益社団法人。

31

多治見人権擁護委員協議会
人権啓発活動
土岐地区部会

32

陶都鍼伮マッサージ師会
土岐支部

33

NPO 法人
ヒューマン・ケアー

市民の人権を擁護するため、人権相談・人権啓発
活動を行っています。

あんま・マッサージ・はり・きゅうの施術を通し
健康・介護相談、マッサージ 地域の健康向上を目指して活動しています。
体験施術、アロマテラピー 鍼伮指圧、アロマテラピーなどの代替医療で地域
の医療に貢献していきます。

34 土岐市老人クラブ連合会

絵画・写真・書・手工芸展 生きがいと健康づくりを勧め長寿社会の構築に参画
し地域を豊かにする社会活動の推進に努めています。
示

35 行政相談

広報活動

36 レスキューハート土岐

心肺蘇生法、AED の使い 心肺蘇生法及び AED の使い方指導。応急手当の
方等の指導
基礎講習。

何か不満を感じたり、悩んだりしていませんか。
困ったら一人で悩まず行政相談。

37

大湫病院
認知症疾患医療センター

もの忘れセルフチェック

38

JA とうと
助け合い組織ふれあい

風船釣り、キーホルダー作
地域の老人福祉活動を行っています。
り

39 地域包括支援センター

40

社協
児童館・児童センター

認知症についての専門医療相談を臨床心理士や精
神保健福祉士が応じています。

介護相談

高齢となっても安心した暮らしが送れるよう総合
相談窓口として様々な相談に応じます。

遊びのコーナー

中学生以下の児童と季節感を感じる行事や地域活
動、子育て相談などを行っています。
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夏休みを利用して「福祉」の現場を覗いてもらいました!!
平成30年度

ふ く

夏休み福祉体験学習

し

ま な

じゅく

福祉学び塾
児童館・遊戯室

を開催しました。

グループホーム和居和居

『福祉』・『介護』ってなんだろう？
施設ってどんなところ？
普段できない体験と素敵な出会いが待っていました。一部をご紹介します。

児童館での行事のお手伝い

身体障害者デイサービスでの作業訓練

老人デイサービスでのふれあい

手話講座・点字講座 （於：土岐紅陵高等学校内）
今年は土岐紅陵高等学校の生徒さんに手伝ってもらいながら4回講座で行いました。
覚える事が多くて大変そうでしたが、ちょっとした文章は伝えられるようになりました。

手話講座
点字講座

施設体験
はなの木苑
夏祭りの準備のお手伝い
をしました。参加者みん
なで飾りつけを行ってい
ます。
老人デイサービス
職員さんと一緒にご利用
者さんのお世話をした
り、運動やゲームをして
います。

7

児童センター・児童館
行事の準備や片付け、先
生のお手伝いをしたり、
子どもたちの遊び相手を
したりしています。
とき陶生苑
入所されている方の生活
環境を整えるお手伝いを
したり、お話し相手をし
ています。
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災害支援ボランティア活動を希望する方へ
災害支援ボランティア活動は、支援を必要とする方々のニーズ
と、支援をしたいという方々の熱い思いにより成り立っています。
被害状況により様々なニーズや活動があり、資格や技能の有無
に関わらず、ボランティアさんの受付が行われています。
災害が発生してすぐに活動ができる場合もあると思いますが、
正しい情報を入手するなど事前準備をしてから活動に向かってく
ださい。

災害支援ボランティア活動をする前にご確認ください。

■正しい情報入手

■識別できる服装

被災地へのボランティアについては、事前に
的確な情報入手をしてください。

ボランティア活動中であることが識別できる
ようにすることが大切です。

■十分な準備

■支援物資は必要？

災害によって活動時に必要な服装が違います
ので、十分な準備をお願いします。

支援物資は、現地で必要とされている場合の
み送付してください。

■ボランティア保険
被災地入りする前に、最寄りの社会福祉協議
会で加入してください。

上記の正しい情報は、全国社会福祉協議会
ホームページからご確認いただけます。

⇒

事前準備に関する心構えや情報は、様々な
ホームページで確認することができますが、ま
ずは全国社会福祉協議会の取りまとめた情報を
確認してみてください。
検索

全社協 被災地支援・災害ボランティア情報

平成30年6月29日〜8月31日
（敬称略・順不同）

尊い善意のご寄附をいただきました。心からお礼申し上げます。

寄 附 金 及 び 寄 附 物 品
名古屋ヤクルト㈱…………………………………………… 60,591円
岐東管財株式会社………………………… お菓子1箱・タオル50本
平田 すみ……………………………………………… 62円葉書40枚

古 切 手
カネ定製陶
（株）…………………………………………………… 226g
片山 春二………………………………………………………… 36g
匿名（3件） …………………………………………………… 1,374g

名古屋ヤクルト㈱
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