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大垣市社会福祉功労者表彰

福祉標語入選者発表

◎会長表彰

○自治会長

  髙橋　喜代司

  石山　義郎

  大橋　節子

  横山　幸司

  桂　秀樹

  恩田　豊實

  北村　敬冶

  田中　敏朗

  渡邊　彰

  伊藤　丈一

  加納　弘文

  市岡　明

  髙木　悟

  早野　正美

  水谷　巖

  水口　正

  中川　保

  清水　十三男

  渡邊　邦夫

○民生・児童委員

　猪俣　　輝

　白藤　和子

　渡邊　妙子

　廣瀬　ゆみ子

　平松　清

　山元　ゆかり

○福祉推進委員

　古沢　洋子

　三輪　道子

　浜崎　康子

　渡辺　恵子

　吉田　深雪

　水井　文子

　川出　久美子

○老人福祉功労団体

　赤坂西町第二長生会

○老人福祉功労者

　松野　正熹

　北村　敬治

　岩田　高治

　野原　和子

　野原　たつ子

　三輪　勝美

　石田　明

　中嶋　和男

　北村　敏郎

　栗田　とし子

　西本　雅生

　安田　充

　進藤　護

　桐山　多津子

　酒井　厚子

　藤田　仲治

　井川　久恵

　萩永　庄治

　戸谷　好一

　江本　友之輔

　山岡　康裕

　小野　栄一

　北村　美恵子

　清水　保

　上田　文子

　間宮　茂雄

　白木　全子

　三摩　邦夫

　信澤　美喜夫

　永嶋　安太郎

　安田　一

　小松　秀雄

　小山　勝子

○身障福祉功労者

　小川　政明

　阿部　洋悟

○福祉功労者

　加藤　茂

  増井　茂

　芳野　弘子

　山岸　美千代

　塩田　佳恵

○民間社会福祉施設役員

　三輪　隆夫

　馬渕　正彦

○民間社会福祉施設職員

　安田　真理

　瀬古　勇一郎

　安藤　浩則

　森　純子

　池田　麗子

　遠田　妙子

　川瀬　初美

　桑原　みつゑ

　日比　利秀

　武島　智江

　川出　明美

　久保田　藍

○社会福祉協議会職員

　水谷　きぬよ

　大橋　英香

　奥田　晃子

　後藤　典子

◎会長感謝状

○高額寄附

　かわなみ作業所父母の会

　株式会社中部メイカン

　東ふれあい夏まつり実行委
  員会

　株式会社川﨑重機

　大垣ベンチャークラブ

　静里かがやきクラブ
　連合会

　連合岐阜・西濃地協

　国際ソロプチミスト大垣

　日本総合ビジネス専門学校
  学園祭実行委員会

　トレトゥール吉田

　なでしこ親睦会

　伊吹絵

　寿司吉

　大垣市母子父子寡婦福祉連合会

　ユニー株式会社“小さな善意で
  大きな愛の輪運動”アピタ大垣店

　アンシンク株式会社

大 垣 社 協 だ よ り

市社協だよりは皆さまの会費と共同募金の配分により発行しています。

大垣市社会福祉功労者表彰

福祉標語入選者発表

　大垣市社会福祉協議会では、住民主体の理念に基づき、地域の
福祉課題に取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる地域
福祉活動を育成し発展させるため、社会福祉功労者と福祉標語
優秀作品への表彰を行います。
　例年は大垣市社会福祉大会を開催しておりましたが、新型コロ
ナウイルス感染症予防のため大会は中止とし、本紙面上で功労者
と入選者の披露を行い、ご本人への個別表彰とさせて頂きます。

　「福祉のまちづくり」をテーマとした標語を募集いたしま

したところ、2,471 作品のご応募をいただきました。新型コ

ロナウイルス感染症により、日常生活に大きな影響が出てい

る状況にもかかわらず、多くの福祉標語の応募があり、大垣

市民の皆さまの福祉への関心が高いことがうかがえます。

　コロナと共存する生活に変わる中でも、人と人とのつな

がりづくりや、お互いに支え合う社会づくりの観点から、次

の作品が入選・佳作に選ばれました。

一般の部　　【応募作品37作品】

中学生の部　【応募作品606作品】

小学生の部　【応募作品1,828作品】

【入選標語】(敬称略 )

【佳作標語】( 敬称略 )

君の手が　だれかを支える　やさしさに

どうしてる　気にかけ声かけ　支え合おう

差しのべる　気持ちと行動　私の手

優しさで　つながる人の輪　地域の輪

気づきから　はじまる福祉の　まちづくり

助け合う　心がまちの　たからもの

あなたから　つながっていく　助け合い

たくさんの　ポカポカ言葉で　えがおのわ

ありがとう　声に出したら　つながる気持ち

見つけよう　あなたとぼくの　よいところ

助け合い　いまだからこそ　できること

ありがとう　今どはぼくが　さし出す手

お年より　小さな子ども　病気の人
　手をとりあって助け合おう　みんなで生きる　大垣の街

てつだうよ　ぼくにできること　すくないけど

「ありがとう」　みんなの心に　花が咲く

始めよう　小さなことから　ボランティア

思いやり　わすれちゃいけない　その気持ち

思いやり　みんなでつなぐ　やさしい心

無藤　大弥(日新小3年)

高橋　凪咲(川並小5年)

髙橋　祐月(南中1年)

折戸　幸恵(大垣市赤坂町)

村岡　孝司(兵庫県丹波市)

岩下　優菜(東小5年)

川瀬　大和(西小6年)

坂　愛莉(安井小4年)

大橋　悠輝(綾里小5年)

清水　悠雅(小野小6年)

加納　弘大(中川小3年)

土屋　遼人(赤坂小4年)

丸橋　奈生(牧田小2年)

小寺　明由奈(一之瀬小6年)

伊藤　颯真(多良小6年)

桒原　世奈(時小6年)

酒井　理緒(墨俣小4年)

尾久　紗良(興文中2年)

江﨑　智也(赤坂中2年)

小学生の部

中学生の部

令和２年度 大垣市社会福祉功労者 （敬称略 )

あいさつで　笑顔広がる　まちづくり

人は人　個性があって　当たり前

令和２年度令和２年度

廣岡　航輝(西中3年)

ぼくの手も　役にたつかな　いつの日か
近澤　愛斗(宇留生小3年)

つくりたい　優しさあふれる　地域の輪
高橋　京子(大垣市直江町)

　小学生の皆さん！！夏休みの一日、楽しく過ごしませんか？

緊急募集！！ わくわく！サマーチャレンジ IN 大垣社協

●と　き　８/4(火)10時～15時
●ところ　大垣市総合福祉会館
　　　　　　(大垣市馬場町124)
●定　員　10人　●参加費　無料
●対　象　市内在住の小学1～6年生
●内　容　ボランティアさんや社
協職員と一日過ごし、夏休みの宿
題や、防災体験・レク体験を行う。

●持ち物　宿題・筆記用具・タ
オル・水分補給　等　昼食は準
備しますので必要ありません。
●申込先
大垣市社会福祉協議会　℡78-8181
※申込は7月16日(木)8時30分～受付開始。先着順。
新型コロナウイルスの影響により開催を中止する場合は、
申込者の方にご連絡します。

大垣
 

〒５０３-０９２２
大垣市馬場町１２４大垣市総合福祉会館内

編　集　発　行　社会福祉法人
大垣市社会福祉協議会

７８－８１８１

発　行　責　任　者　大垣市社会福祉協議会長

大垣社協ホーム
ページ

第２６7号 令和２年７月１５日号



ごみの減量、資源の有効利用にご協力ください。

　　　　

●採用予定日

　令和3年4月1日(木)

●申込期間

　7/6(月)～8/14(金) 

　※土・日・祝日除く

●受験資格 ( 一般職・介護職 )

①平成3年4月2日以降に生

まれた方

②普通自動車運転免許を有し、実

際に運転できる方(AT限定も可・

令和2年度中に取得見込みも含む)

大垣市社会福祉協議会では
次のとおり職員を募集します。

●職務内容

　大垣市社会福祉協議

　会が行っている業務

　全般の中から決定し

　ます。

●試験日

　一次：8/23(日)

　二次：9月中旬

●試験内容

　・適性検査

　・作文試験

　・面接試験

職員募集
いっしょに働きませんか？

【問合せ先】 大垣市社会福祉協議会
　　　　　 ℡75-3101

【ホーム
　　ページ】 大垣社協

●通所介護　介護職(非常勤職員)
　　　　　　看護職(非常勤職員)
●訪問看護　看護職(非常勤職員)
※非常勤からの正規職員登用制度あ
り。詳細はホームページをご覧いた
だくか、下記までご連絡ください。

●申込方法

　申込用紙および試験の

　詳細は、大垣市社協ホー

　ムページをご覧いただ

　くか、下記までお問合せ

　ください。

●申込み・問合せ先

　大垣市社会福祉協議会

　経営企画課

　大垣市馬場町124

　℡0584-75-3101

　http://www.ogakishakyo.or.jp/

求
め
る
人
材

助け合い　一声かけて　気にかけて
山田　博美(大垣市恵比寿町)

ありがとう 笑顔の花開く まちづくり
青木　美樹(星和中２年)

お隣さん そのまた隣のお隣さん 声かけつなぐ 福祉の輪
金森　美幸(大垣市寺内町)

―　法務省　人権啓発キャッチコピー　―

「誰か」のこと　じゃない。
（「東京2020公認　人権啓発キャッチコピーコンテスト」最優秀作品）

一般職：３人程度

(介護職含む)

職員採用試験のご案内

【かわなみ作業所へ】

連合岐阜・西濃地協

夏仕様接触冷感マスク

140枚

杉野玲子　　100,000円

小林良子　　100,000円

匿名4件　　　113,000円

　大垣市内在住の65歳以上ひとり暮らしの方で希望される方

に、寄付いただいた手作りマスク(3枚)をお届けします。

●マスクがなくなり次第、募集を締め切ります。

●申込み・お問合せ先

　大垣市社会福祉協議会（総合福祉会館内）

　大垣市馬場町124℡78-8181

マスクや消毒液等の物資の不足を補い、必要とする方へつ
なげるプロジェクトです。　※7/31 まで延長し募集。
不織布/サージカルマスク・フェイスガード・防護服・手づくりマスク
マスクの材料/作り手・エタノール消毒液/消毒ジェル・アルコール綿

むすぶプロジェクト コロナとともに　新しい地域福祉活動

　地区社協や自治会等による活動が少しずつ再開しています。

いきいきサロン、食事サービス、事業の打合せや研修会など

が、密を避け、消毒やマスク着用を心掛けながらスタート。短

時間・最少人数での活動など、工夫をしています。

続・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて・・・

間隔と窓を開けて

日頃、人と人が近い距離でつながり、ふれあいを楽しむ活動が多
いため、地域活動の再開には、ひときわ工夫が必要となります。

ご協力いただいた方（初回の方のみ掲載）　《6/1 ～ 6/30》

コロナ禍の影響で生活にお困りの方へ食料
品を提供するプロジェクトです。　

むすぶプロジェクト②（食料品）

ご協力いただいた方　《5/28 ～ 6/30》　計 962 点
民生児童委員協議会・大垣市赤十字奉仕団　他

入口や受付で消毒 人数を減らして調理

募集中！！“今”あなたに届ける！　マスクの宅配便

収集ボランティア ～ご協力ありがとうございました～

　大垣市社会福祉協議会で
は、使用済み切手・使用済み
テレホンカードの収集を行っ
ています。　換金したお金
は、ボランティア活動や社会
福祉協議会の諸事業に役立
てられています。( 順不同、敬
称略 )《1月 1日～ 6月 30日》
●使用済み切手
アイケイ株式会社、アイホーム
西村、憩いの里大垣、一般社
団法人障がい者福祉支援セ
ンター、大垣化染株式会社、大
垣機工株式会社、大垣サンラ
イズチャペル、大垣市赤十字
奉仕団・西分団、大垣市退職
公務員連盟、大垣市役所高齢
介護課・社会教育スポーツ課、
大垣東高等学校、大垣市保健
センター、大垣消防組合 北消
防署、大垣ひかり保育園、大
月木工、お勝山ふれあいセン
ター、おたから堂 林尚、貝曽
根町自治会、株式会社大石電

気商会、株式会社上建設、株
式会社岐阜ケアサービスセン
ター、株式会社槌谷、株式会社
野田クレーン、株式会社光製
作所、株式会社三輪組、株式
会社吉沢組、株式会社レクス
トワン、岐阜県介護研修セン
ター、岐阜県議会議員 野村美
穂 事務所、岐阜日野自動車
株式会社、くすの木苑、金光
教南大垣協会、近藤石灰工業
株式会社、JA にしみの大垣営
農センター、しずさと訪問看
護ステーション、セイ・ウイン
ド大垣、生長の家 大垣東支
部、青年の家、税理士法人 西
濃会計事務所、税理士法人麋
城総合経営事務所、東京
FAIRWAY 法律事務所、東新土
地株式会社、橡谷治道税理士
事務所、トヨタ L＆ｆ中部株式
会社、ハーモニーの会、フラン
ス菓子 galerie chou chou-A、
前田鉄工所、ミズノカメラ、美

濃南画水墨画会、矢橋ホー
ルディングス株式会社、山
田硝子商事株式会社、山中
ハウジング、有限会社飯沼
ミシン商会、有限会社クリ
エスパイシー、有限会社仁
平運輸、有限会社森看護婦
家政婦紹介所、米山労務管
理事務所、藍澤平義、市川
岩生、伊藤公一、宇津喜治、
小倉和代、鍛治みさ子、加
藤れい子、川添幸子、久々津
光代、近藤美由紀、沢藤寿
満子、澁谷正子、末守信吉、
杉山仁志、田口貞善、田中
綾子、鶴巻タケノ、寺田好
子、中川直美、中島英二、日
比野友子、平野雅博、藤井
宏一、山田静江、横幕幸子、
吉田岩夫、匿名 61 件
●使用済みテレホンカード
ＯＫＢ社会貢献クラブ、近
藤カズ子、杉山仁志、中田
明久、むかごの会、匿名 4件

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため毎年
８月に開催している「福祉就労まるっと相談フェ
ア」を中止します。

【問合せ先】大垣市障がい者就労支援センター　℡78-8186

●福祉就労まるっと相談フェアの中止

今田敏雄・木村ちえ子・近藤成子・

志知奈美江・清水さおり／暖笑・田

口貞義・坪井晶子・野原恵美子・濱

浦紀代子・早野佳緒里・浅野千鶴・

藤 野 幸 子・山 内 早 苗・NPO 法 人

YSK サポート・大垣市環境市民会議・

株式会社浜徳・こねこ・千鳥町自治

会有志・人形の石川・ボーイスカウ

ト大垣第７団・匿名 100 件（順不同・

ボーイスカウト
大垣第７団

大垣社協の新型コロナ
関連ページはコチラ→

敬称略）

・インスタント食品　・缶詰　・レトルト食品
・カップ麺　等　賞味期限まで3か月以上のもの

おしらせ

善意の寄付をありがとう
次の皆さまからご寄付をいただきました。ありがと
うございました。《6/1 ～ 7/5》

（順不同、敬称略）
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