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大垣市ボランティア市

民活動支援センターマ

スコットキャラクター

大垣市社会福祉大会
令和３年度

 ●と　き：８月２８日(土)　１０時００分～

 ●ところ：大垣市情報工房５階　スインクホール

 ●内　容：福祉功労表彰・福祉標語の発表・講演
 ※新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、参加者を限定して実
   施させていただきます。また、感染状況等により中止になる
   場合があります。ご了承ください。

◎会長表彰

○善行児童

　成瀬　謙伸

○自治会長

　篠田　裕美

　吉位　武祝

　立川　正巳

　広瀬　晴康

　浅野　照章

　森川　暁

　西脇　三喜男

　𠮷田　勝美

　山田　哲夫

　樋口　達雄

　川添　満廣

　平柳　金男

○民生・児童委員

　松本　勝正

　高木　真美

　小宅　清実

　田部　惠里子

○福祉推進委員

　吉田　ひとみ

　森島　雅子

　岩田　洋子

　中村　きぬ子

　日比野　久子

　岡田　幸子

　黒岩　かすみ

　郡　貴子

　五島　みどり

　田中　加代美

　杉本　信子

　木村　有紀

　渡邊　るり子

　吉村　美佐子

　下島　ひろゑ

　香川　由似子

　兒玉　香代子

　浅野　ゆかり

　矢野　雅子

　天岡　幸子

　長野　雅子

　早野　スエ子

　鬼頭　礼子

　井上　美矢子

　川瀬　さだ子

　宇佐美　晴美

　水谷　房子

　清水　留美子

　種田　まゆり

　清水　まゆみ

　国枝　小夜美

　安田　孝子

　小山　洋子

　喜田　都

　石原　美知子

○老人福祉功労者

　伊藤　尚代

　岩田　敏子

　福岡　篤子

　米山　槻郎

　箕浦　芳一

　木村　寿恵

　井上　京

　加藤　敏彦

　清尾　洋

　川田　恵子

　岡田　知之

　棚橋　ミヨ

　佐々木　茂富

　牧村　征悟

　岩田　博

○身障福祉功労者

　伊藤　和則

○福祉功労者

　矢野　康子

　山岸　智子

　髙木　みち子

○民間社会福祉施設役員

　雲村　了淳

○民間社会福祉施設職員

　今橋　憲篤

　汲田　博

　中島　美幸

　森　怜美

　山中　琴美

　栗田　由希子

　龍造寺　苗美

　川地　玲子

　塚本　真奈美

　石井　千代子

　松井　愛未

　富田　資子

　小﨑　恵三子

　野﨑　俊英

　田中　愛

　児玉　昌代

○社会福祉協議会役員

　松本　正平

　大倉　裕一

○社会福祉協議会職員

　中川　貴博

　柏　登支紘

　安田　尚美　

◎会長感謝状

○高額寄附

　アンシンク株式会社

　連合岐阜・西濃地協

　株式会社川﨑重機

　静里かがやきクラブ連合会

　国際ソロプチミスト大垣

　北地区ボランティア部会

　領家クラブ

　大垣東ライオンズクラブ

　株式会社ホンダ四輪販売
　丸順

　伊吹絵

　大垣市母子父子寡婦福祉
　連合会

　株式会社中部メイカン

　イビデン労働組合

　株式会社セントラル MEGA
　コンコルド 1515 大垣イン
　ター南店

　杉野　玲子

　小林　良子

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。

　「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、3,902 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20作品】

中学生の部　【応募作品743作品】

小学生の部　【応募作品3,139作品】

【入選標語】(敬称略 )

【佳作標語】( 敬称略 )

あいさつは　みんなをつなげる　あいことば

マスクでも　目と目で笑顔　伝わるよ

助け愛　少しの勇気で　笑顔の花

なりたいな　誰かの役に　立てる自分

人を想う　やさしい心が　つなぐ町

はたのおじさん　「おはよう」と
いつもげんきをありがとう

ボランティア　いつかぼくも　やりたいな

ごみがおちていたら　拾ってすてて　きれいな環境

家族との　きずな広がる　おうち時間

しょうがいを　なくそうみんなの　心から

笑顔はね　心と心を　つなげる輪

手と手をつなげない今　
やさしさとやさしさはしっかりつなぎたい

やさしい声　お先にどうぞ　ゆずりあい

やさしさが　誰かを助ける　ボランティア

いろんな人がいるんだよ　みとめ合えればすてきな社会

みつけよう　私サイズの　ボランティア

きっかけは　気づいたときの　その一歩

あいさつし　ちいきでひろがる　笑顔の輪

「ありがとう」　その一言で　笑顔咲く

ありがとう　笑顔のたねまく　第一歩

近藤　絢音(西小6年)

伊藤　麻央(赤坂小5年)

中村　惠市郎(赤坂中1年)

高橋　加恋(大垣市直江町)

吉田　奈恩(興文小1年)

後藤　夏(東小1年)

加藤　快凪(北小6年)

名和　琉輝(日新小3年)

山本　伊織(宇留生小4年)

加代　幸汰(静里小6年)

冨永　麗(綾里小4年)

野川　裕介(川並小6年)

多賀谷　皇成(中川小5年)

田邉　葉奈(小野小5年)

長澤　奏奈(青墓小6年)

池田　和玖(牧田小3年)

三輪　來蒼(多良小6年)

伊藤　颯良(時小5年)

清原　蒼空(墨俣小5年)

牛田　温斗(興文中3年)

河合　笑鈴(西中2年)

兒玉　茜音(南中1年)

川瀬　愛凜(星和中3年)

三輪　愛歌(上石津中1年)

小学生の部

中学生の部

令和３年度 大垣市社会福祉功労者 （敬称略 )

たくさんの　善意で贈る　車いす

小さいが　大きな意味持つ　ヘルプマーク

可能性　みんなそれぞれ　無限大

人助け　あなたがわらうと　私もうれしい

みんなのために　若い力で　ボランティア

新井　愛実(北中3年)

石坂　陽大(安井小5年)

　大垣市社会福祉協議会では、住民参加のまちづくりを推進するため、

各種団体・住民の皆さんとともに活動できる事業を実施しております。

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。

　

【一昨年の福祉大会表彰の様子】

気づこうよ　だれかのちいさな　こまりごと

大垣
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　福祉推進委員制度は、設立当初442名でス

タートしました。地域での助け合い活動が重視

されるとともに増員され、現在はおよそ50世

帯に一人の設置を目安としています。

　福祉推進委員さんの任期は2

年で、これまで多くの方に担っ

ていただきました。みなさんの

周りにも現在活動されている方、

経験された方も多いのではない

でしょうか？

身近な存在　福祉推進委員さん

地域で気になる方の見守り

自治会長さん、民生児童委

員さんなどの地域の人々と

協力し、地域で暮らすひと

り暮らし高齢者等の見守り

活動を行っています。

地区社協活動のページ・社会福祉協議会からのお知らせ

　地域で生活されている、ひとり

らし高齢者の方、要介護の方、高

齢者だけの世帯、障がいのある方

などが、安心して暮らせるような

地域づくりの協力していただくた

めに作られた制度です。

　福祉推進委員は、自治会長さんや民生児童委

員さんなどと一緒に、地域住民の身近な相談相

手となり、福祉のまちづくりのための活動をお

願いしています。

どうしてる 気にかけ声かけ 支え合おう
高橋　凪咲(川並小５年)

君の手が だれかを支える やさしさに
無藤　大弥(日新小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)

福祉標語入選作品　小学生の部令和２年度

住民のこまりごとなどに気づいたら、自治会長さんや民生児童委員

さんなどへ連絡します

住民どうしの助け合い活動に参加します

住民の福祉二ーズの発見・連絡

ネットワーク活動

地区社協活動への参加・協力

福祉推進委員さんってどんな役割があるの？

福祉推進委員さんは具体的に何をするの？

　大垣市内の各自治会から推薦され、第16期福

祉推進委員がメンバー889人でスタートしまし

た。平成３年に前身

の「福祉協力員」と

して始まり30年が経

過しました。改めて

その活動についてお伝

えしたいと思います。
第１６期の役員の皆さん

福祉推進委員研修会

福祉推進委員活動や地域福

祉活動について学んでいま

す。自治会長や民生児童委

員と情報共有を目的とした

見守り会議も行います。

※コロナ禍で全体研修(ふれ

あいのまちづくり推進大会)

が中止となり、地区ごとに

少人数にしたりして、委員

の委嘱と研修を行います。

地区社協活動への
参加・協力

地区社協が実施する各事業

に参加・協力しています。

（高齢者を囲む会、食事

サービス、地区まつり、敬

老会など）

※コロナ禍では、大規模な

行事や研修会ができず、規

模や方法を工夫して実施さ

れる地区もあります。

ふれあい・いきいきサロン

高齢者等が気軽に集まり、楽しく過ご

せる場「ふれあい・いきいきサロン」

の運営を行っています。

※コロナ禍では、集合をさけて訪問や

投函で声かけするサロンもあります。

お問合せ先　大垣市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL 78-8182　FAX 75-3108

福祉推進委員さんってどんな人？

地区のイベントや研修会などに出席し、協力します

「安心なまちづくり推

進事業」として、北地

区社会福祉推進協議会

をモデル地区と指定さ

せていただき、「地域

まるごと防災共育」と

題して、北小学校、北

中学校と連携して取り

組んでいます。

　第一回目として、北

中学校にて「校区内に

起こりうる災害につい

て」をテーマに、防災

支援ネットワークの方

にお越しいただき、講

演を聞きました。コロ

ナ禍ということもあり

感染予防の観点や、今

後災害時のICT活用を視

野に入れオンラインで

北地区センターへ講演

の様子を配信し、地域

の方も一緒に学びまし

た。

　第二回目として、北

小学校にて「自然災害

と防災」をテーマに、

大垣市洪水ハザードマ

ップの説明や水害時の

北地区の浸水被害につ

いて、大垣市危機管理

室の方やNPO法人防災

支援ネットワークの方

にお話しいただき、そ

の様子を6年生が各教室

で聞きました。また、

第一回目と同様、北地

区センターへの配信も

福祉学習モデル事業

地域まるごと防災共育！
『福祉共育』とは…

地域に住む住民一人ひとりがお互いに思いやり、

支え合い、助け合って暮らしていくために、さま

ざまな人たちとの交流や体験を通じて、福祉の心
を共に学び、共に育むための取り組みを意味する

造語です。

行いました。

　小中学生からは、

「避難所への避難方法

や準備する物品につい

て」や「家族と避難所

の確認をしたい」とい

った質問や感想が聞か

れました。

　今後は北地区センタ

ーにて北地区の水害に

ついての写真展を開催

予定です。

北中学校での講座の様子

北地区センターにて受講



ボランティア・市民活動・福祉教育のページ 

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。
《1月 1日～ 6月 30 日》
(順不同、敬称略 )
●使用済み切手
一般社団法人岐阜県損害
保険代理業協会、一般社
団法人障害者福祉支援セ
ンター、揖斐川工業株式
会社、イビデングループ社
会貢献委員会、エイピー
シー株式会社、大垣市教
育委員会社会教育スポー
ツ課、大垣市くすのき

苑、大垣市くらしのセミ
ナー、大垣市社会福祉事
業団、大垣市食生活改善
協議会、大垣市退職公務
員連盟、大月木工、お勝
山ふれあいセンター、小
川司法書士事務所、株式
会社上野カーズ、株式会
社亀太、株式会社佐々木
工業、株式会社セッタ、
株式会社日生科学、株式会
社古沢組家田潤一、上石
津地域事務所、カワイ大
理石、岐阜日野自動車株
式会社、木村木工所、ク
ラレプラスチックス株式会
社、桑原建設、近藤石灰
工業株式会社、サンケミ
カル株式会社、サンケミカ
ル株式会社営業一部、サ

ンビレッジフーズ大垣、サ
ンメッセ株式会社西工場、
静里・綾里民協、静里地
区民生児童委員、振興金
属商事株式会社、すぃと
ぴー、生長の家大垣東支
部、西濃会計事務所、税
理士法人麋城総合経営事
務所、赤十字中川分団、
退職女性教師の会、田邊
雅範税理士事務所、電パー
クおくだ、東材石油株式会
社、東新土地株式会社、
東村石油株式会社、橡谷
治道税理士事務所、トヨタ
C&F中部株式会社、中川ふ
れあいセンター、ハーモ
ニーの会、服部モーター
ス、富士エンジニアリング
株式会社、フジヤ広告株式

会社、フランス菓子galerie 
chou　chou-A白木亮年、古
沢組、保健センター、三城
地区民生児童委員、矢橋
ホールディングス株式会
社、山田硝子商事株式会
社、山中ハウジング株式会
社、有限会社飯沼ミシン商
会、有限会社いなり大垣、
有限会社エフ・シー・ジェ
イ、米山常務管理事務所、
藍澤平義、安藤ユキ子、魚
住大介、大倉達男、奥田さ
かえ、奥田庸子、小澤育
雄、加藤末弘、上久保昭、
河合幸子、川口怜那、川瀬
裕久、木村由美子、小寺弘
幸、澤田僖倶、沢藤寿満
子、清水武、下郷千恵子、
杉山仁志、高木幹夫、高橋

美智子、田中幸子、種田
範子、多和田貞夫、寺田
好子、寺元陽子、富田育
子、中山テル子、西脇、
野村義博、日比野富彦、
日比野友子、日比野淳、
平野雅博、藤塚清治、古
田敏雄、不破英雄、保甫
知美、松原学、宮田和
子、森孝之、吉川勝、渡
辺るみ、匿名76名
●使用済みテレホンカード
小川凉子茶華道教室一
同、國枝孝典、種田、寺
元陽子、渡辺伸安、匿名3
名

福祉標語入選作品　中学生の部
令和２年度優しさで　つながる人の輪　地域の輪

高橋　祐月(南中１年)
差しのべる　気持ちと行動　私の手

廣岡　航輝(西中３年)

楽しく
♪学ぼう♪

わくわく！
サマースクール！

　「ボランティア活動に興味はあるけど、どうしていいかわからない」「何

かしたいけどあと一歩が踏み出せない…」

そんな方にボランティアを始めるきっかけとして、初心者ボランティア講座を

開催します。

●対象

　市内在住の小学3年生

から高校生までのボラン

ティアに興味のある児童

・生徒

●ところ

　大垣市総合福祉会館

　(大垣市馬場町124)

　子どもの居場所づくりや防災を学ぶきっかけを
目的とした、わくわくサマースクールを開催しま
す。

習・防災グッズづくりを
行います。
●持ち物
　宿題・筆記用具・タ
オル・水筒・昼食
●申込先・お問い合わせ
　大垣市ボランティア市
民 活 動 支 援 セ ン タ ー
TEL:(0584)78-8182
※申込は7月15日(木)
　8時30分受付開始。　
　先着順。

●とき
　8月6日(金)10時～15時
●ところ
　大垣市総合福祉会館
　研修室(大垣市馬場町124)
●対　象
　市内在住の小学1～6年生
●定　員：10人　
●参加費：無料
●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、防災学

　大垣市社会福祉協議会
は今般、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受け
ている子育て世帯の中
で、特に「ひとり親世
帯」のご家庭の生活を応
援する取り組みとして、
『子育て応援事業～広げ
よう　助け合いの心、つ
なげよう支援の輪～』を
実施します。
　この事業は、市内の篤
志企業・団体から賛助い

～広げよう　助け合いの心、つなげよう支援の輪～

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 ～ 7/1》 （順不同、敬称略）

東洋羽毛東海販売株式会社

ハンドクリーンスプレー

●参加費

　300円(材料費、保険代等)

　※1日の参加のみでも同額

●持ち物

　お弁当・飲み物、汗

拭き用タオル

●申込先・お問い合わせ

　大垣市ボランティア市

大垣センチュリーロータリー

クラブ

図書カード、ギフト券

匿名　　       3,000円

匿名　　　　　10,000円

【墨俣老人福祉センターへ】

むかごの会

非接触式体温検知器

民活動支援センター

TEL:(0584)78-8182

FAX:(0584)75-3108

ただいた寄付金を財源と
して、児童扶養手当を受
給している「ひとり親世
帯」のご家族を対象に、
支援品をお送りするもの
です。
　該当となる「ひとり親
世帯」のご家庭には、8
月に市役所から送付する
児童扶養手当の現況届け
の書類とともに、「子育
て応援事業のお知らせ」
を同封します。

●日程・内容

　お知らせをご確認の
上、案内に従ってお申し
込みください。
【お問い合わせ先】
　大垣市社会福祉協議会
 TEL:(0584)78-8182

お申し込みください！

　今後の災害に備えて
平時からも情報交換、
連携強化に努めていき
ます。

　令和3年7月5日(月)
に大垣市青年会議所・
大垣市・大垣市社会福
祉協議会の3機関で災
害時における協力体制
に関する協定を締結し
ました。
　この協定は、災害が
発生し災害ボランティ
アセンターを設置した
場合において、迅速か
つ総合的な協力を行う
ための協定にもなりま
す。

災害協定を締結！



ごみの減量、資源の有効利用にご協力ください。

　

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。

【二次】面接試験

●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　TEL:(0584)75-3101

　https://www.ogakishakyo.or.jp/

―　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名程度
介　　護　　職：２名程度
介護支援専門員：３名程度

令和３年度職員採用試験のご案内

●採用予定日

　令和4年4月1日(金)

●申込期間

　7月5日(月)～8月13日(金)

　※土・日・祝日除く

●受験資格

【一般職】

①平成4年4月2日以降に生まれた方

②社会福祉に熱意のある方(今後、社会福祉士

等の資格取得に向けて意欲のある方)

【介護職】

①昭和38年4月2日以降に生まれた方

②介護福祉士またはホームヘルパー2級、介護

職員初任者研修修了者(令和3年度中に取得見

込みも含む)

【介護支援専門員】

①昭和38年4月2日以降に生まれた方

②介護支援専門員または主任介護支援専門員

(令和3年度中に取得見込みも含む)

【全てに共通】

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3年度中に取得見込みも

含む)

●試験日

　一次：8月22日(日)

　二次：9月17日(金)

●試験内容

【一次】適性検査・小論文試験・面接試験

職員採用試験のご案内

※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。
【お問い合わせ先】
　大垣市社会福祉協議会　経営企画課
　TEL:(0584)75-3101
【ホームページ】

　https://www.ogakishakyo.or.jp/

●かわなみ作業所　支援員(パート)
●かわなみホーム　スタッフ(パート)
●上石津デイサービスセンター　
　　　　看護職・介護職員(パート)
●墨俣デイサービスセンター
　　　　介護職員(パート)
●福祉の館　デイサービス青野
　　　　看護職・介護職員(パート)
●介護支援専門員(非常勤職員)

私たちといっしょに働きませんか？

大垣社協

有　料　広　告

■アミカ大垣店
　岐阜県大垣市東町 2-90   ☎ 0584-73-5333

■アミカ大垣北店
　岐阜県大垣市林町 10-5   ☎ 0584-83-7377

『食』 『豊かさ』の本質を追究

総合食品商社

岐阜県大垣市浅草 2-66
☎ 0584-89-7777（代表）

http:/www.oomitsu.com

業務用食品スーパー

社協だより・ホームページ広告募集中
●応募要件　社協会員で、市内に事業所のある民間企業・事業主・施設等

●広告の規格
　及び掲載料

ホームページ１区画 3,300 円 ( 税込 )／月
社協だより１区画 3,300 円 ( 税込 )／号
（社協だより年６回発行）

広告収入は、住みやすいまちづくりのための財源として役立てられ
ます。企業ＰＲと地域貢献を兼ねた取組みをぜひご検討ください。
※詳細は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。 
問合せ先　大垣市社会福祉協議会　TEL78-8182
　　　　　ホームページ　https://www.ogakishakyo.or.jp/

「大垣市障がい者生活支援センター」ならびに「大垣市障がい者

就労支援センター」は、障がいのある方やそのご家族、地域の方

々からの相談に応じています。

　生活や仕事上での不安、困りごとなど多岐に渡る相談に対応す

る機関ですので、お気軽にお問い合わせください。

　両センターのパンフレットは大垣市社会福祉協議会のホームペ

ージか、下記QRコードからもご覧いただけます。

《生活支援センター》
TEL：(0584)75-0183

《就労支援センター》
TEL：(0584)78-8186

　現在、コロナ禍で生活に関するご相談が増えています。
大垣市生活支援相談センターにてご相談のうえ、支援が必要な
方に食料品、生理用品をお渡しします。
　生活にお困りのことがありましたらご相談ください。
【お問い合わせ先】
　大垣市生活支援相談センター
　(総合福祉会館2階)
　総合相談支援課
　TEL:(0584)75-0014

ご相談ください

お手持ちのスマートフォンで、右のＱＲコ
ードを読み取っていただき、社協だよりを
ご覧になったあなたのご意見・ご感想をお
聞かせください！

助け合う 心がまちの たからもの
村岡　孝司(兵庫県丹波市)

気づきから はじまる福祉の まちづくり
折戸　幸恵(大垣市赤坂町)

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)

福祉標語入選作品　一般の部令和２年度
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