
に事業活動に対しまして、多大
なるご支援、ご協力を賜り、厚く
お礼を申し上げます。
　一昨年に、新型コロナウイル
ス感染症がまん延を始めて以
来、最近では新型が発生するな
ど、その影響はいまだ続いてお
ります。マスクを着け、距離を
保っての行動。不要不急の外出
を自粛することや、会食を控え
ることなどによる我慢の生活が
続き、もどかしく感じておられ
る方も多いのではないでしょう
か。
　これまでできていた活動がで
きない日々が続いていますが、

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。

年頭のあいさつ

大
垣
市
社
会
福
祉
協
議
会

会
長

金
森　

勤

『みんなでいいまちつくろうよ』
～住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり～

　謹んで、新年のごあいさつを
申し上げます。
　市民の皆さまにおかれまして
は、お健やかに新年をお迎えの
ことと心よりお慶び申し上げま
す。
　旧年中は、本会の運営ならび

これまで築いてこられたつなが
りや活動の意義を断ち切ること
のないよう、持続的な活動を進
めていくことが大切です。
　「今できること」「今できる形」
「今だからこそ」の視点で、もう
一度地域福祉活動を考えていた
だければと思います。
　「今さら…」や「今となっては
…」といった発想をしてしまい
がちですが、前向きな「今」を皆
さんと一緒に考え、皆さんの笑
顔であふれる地域を作っていけ
ればと願っています。
　本会では、市民の誰もが住み
慣れた地域で、その人らしく、安
心して暮らすことができる「地
域共生社会の実現」のために、20
地区社会福祉推進協議会をはじ

めとした行政、関係機関、団体と
の連携を密にし、「見守りネット
ワーク」等の地域福祉活動を推
進し、すべての人が活躍する地
域社会づくりのために積極的に
取り組んでいます。
　一日も早く落ち着いた生活を
取り戻すことができるよう、心
からお祈り申し上げます。
　今後とも皆さまのご期待に応
えられるよう、役職員が一丸と
なって事業の推進に取り組んで
まいりますので、より一層のご
支援、ご協力を賜りますようお
願いいたします。
　皆さまのご健勝とご多幸をご
祈念申し上げ、年頭のごあいさ
つとさせていただきます。

歳末友愛訪問は皆さまからいた
だいた歳末たすけあい募金の配
分により実施しています。

大垣
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地区社協活動のページ・社会福祉協議会からのお知らせ

　大垣市社会福祉協議

会では、住民による高

齢者等の見守り活動を

推進しています。さら

に平成25年度から、

地域のさまざまな事業

所と見守り協定（69

事業所）を結び、安心

して暮らせるまちづく

りにご協力いただいて

います。

　事業所の皆さまが感

じた違和感や異変の連

絡が実際に人命の救助

につながった事案が起

きています。事業所の

皆さまだからこそ気付

く視点に支えられて安

心・安全なまちづくり

につながっています。

　見守り協定事業所に

登録していただき、暮

らしやすい大垣市を一

緒に目指しませんか？

【新たに見守り協定を結んだ事業所】

○特定非営利活動法人　清爽力様

○株式会社　ショクブン様

現在、69の見守り関係事業所と連携していま

す。事業所一覧は下のQRコードからご覧いた

だけます。

　関心を持たれた方は、ぜひご連絡ください。

資料をお送りし、詳しく説明させていただきます。

【お問い合わせ先】

　社会福祉法人  大垣市社会福祉協議会

　大垣市馬場町124

　総合福祉会館内

　TEL：0584-78-8182

　　FAX：0584-75-3108

　E-mail：chiiki@ogakishakyo.or.jp

福祉標語入選作品　一般の部
令和３年度社会福祉大会 人を想う　やさしい心が　つなぐ町

高橋　加恋(大垣市直江町)

　例年、子どもたちが
福祉について実践して
いること、考えている
ことを発表していただ
いておりましたが、昨
年度は新型コロナウイ
ルス感染拡大により、
中止とさせていただき
ました。
　今年度も会場での発
表は中止とさせていた
だきます。
　その代わりとしまし
て、文集の作成とパネ

ル展を開催します。
　文集は各学校等に配
布、パネル展では作文
1枚1枚をパネルにさ
せていただき、下記日
程で展示させていただ
きます。お時間があれ
ばぜひご来館くださ
い。

【事業所一覧】

生活福祉資金についてのご案内
　新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活費が不
足する方に特例の生活福祉資金貸付制度を実施しております。

※貸付には審査があります。
※総合支援資金(再貸付)は、令和3年12月末で終了しました。
※申込受付期間：令和4年3月31日まで(令和4年1月15日現在)
○お問い合わせ・相談窓口
　大垣市社会福祉協議会事務局
　大垣市総合福祉会館内
　TEL：0584-78-8182

○実施機関
　岐阜県社会福祉協議会
　岐阜市下奈良2-2-1
　TEL：058-275-4858(代表)

緊急小口資金

20万円以内

1回のみ

1年以内

2年以内

無利子・不要

総合支援資金

二人世帯以上：月20万円以内
単身世帯：月15万円以内

最大3か月

1年以内

10年以内

無利子・不要貸付利子・保証人

償還期間

貸付期間

据置期間

貸付上限額

　『みんなで支え合いバンク』は生活に困
窮する方をお互いに支え合う食料支援の
仕組みです。次の皆様よりにご協力いただ
きました。ありがとうございました。
《11月1日～12月20日》(順不同・敬称略)

大垣市社会福祉法人連
携協議会

匿名14件

障がい児・者に対し理解を深めるとともに、障がい
児・者と共に生活するための共生社会へ向けて、公
開講座を開催します。

日程 内容

令和4年3月22日(火)
10時00分～11時30分
※受付9時30分

10:00～　開会
10:10～　
岐阜聖徳学園大学教授
安田和夫氏による講演
11:20～　閉会

●定員　20名
※オンラインでも受付
●対象
本講座に興味のある大垣
市在住・在勤・在学(大
学)の方
●申し込み方法
右記お問い合わせ先まで
お電話にてお申し込みく

ださい。
●場所
大垣市総合福祉会館
4階研修室
※オンライン希望の場合
はZoom配信
●参加費　無料
※インターネット通信料
は個人負担

【お問い合わせ先】
大垣市ボランティア市民
活動支援センター
TEL：0584-78-8182
FAX：0584-75-3108

【戸別募金】
477自治会

4,436,177円
【団体・職域募金】

揖斐川工業グループ親睦会
20,000円

かがやきクラブ大垣
22,000円

キャッスルタウン大垣

プレイランドキャッスル大垣

大垣天然温泉湯の城
100,000円

ボランティアグループ

すぃとぴー   10,000円

大垣市役所職員労働組

合連合会　 18,142円

高田和代　  20,000円

北野二三子・永井和明

14,000円

手作りのかご　　　6個

匿名　　　　 1,047円

4,641,366円募金額合計

　歳末たすけあい運動に多くの募金が寄せられま

した。ご協力いただいた皆さまは次のとおりで

す。(順不同、敬称略)≪12/1～12/31≫

【総合福祉会館】

　2月7日(月)～2月17日(木)

【アクアウォーク大垣】

　2月18日(金)～2月25日(金)



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～

　市社協では、使用済み切手、使用済みテレホン
カードを集めています。集められた切手等は換金
され、ボランティア活動や市社協の行う諸事業に
役立てられています。皆さまのご協力をお願いい
たします。

●大垣市総合福祉会館
(大垣市馬場町124)ま
でお持ちいただくか、
郵送等にて送付をお願
いいたします。　

　市社協では、使用済み切
手・テレホンカードを収
集、換金しています。収入
はボランティア活動や社
会福祉協議会の諸事業に
活用しています。【7 月 1 日
～12月31日】(順不同、敬称略)
●使用済み切手
藍澤平義、安藤美紀、市川
岩生、伊藤久美子、伊藤公
一、臼井悦子、奥田さかえ、
尾崎清子、加藤寿志、金井
宏光、菊田一臣、桑原弘子、
古賀孝、佐藤美子、沢藤寿
満子、島岡敏朗、杉山仁志、
高橋美智子、寺田好子、は

使用済み切手・テレホンカード

収集ボランティア募集

使
用
済
み

切
手

せがわじゅんこ、林喜久
子、藤田豊、日比野友子、平
野雅博、増井ふじゑ、三輪
晴美、森谷文子、山川夏実、
アイケイ株式会社、味の素
冷凍食品株式会社、綾里・
静里民協、憩いの里大垣、
駅前さらしな、大垣勤労者
福祉サービスセンター、大
垣市くらしのセミナー、大
垣市赤十字奉仕団 20 分
団、大垣市退職公務員連
盟、大垣地域シルバー人材
センター、大垣電機株式会
社、大垣東高校、大垣模型、
大月木工、小川孝彦司法書

士行政書士事務所、株式会
社上建設、株式会社エヌ
ビーシー、株式会社田中
モータース商会、株式会社
日生化学工業所岐阜工場、
株式会社藤田商店、株式会
社ホンダファミリーテラ
ド、株式会社マルアカ、岐
阜県公立小学校事務職員
組合、岐阜日野自動車株式
会社、木村木工所、くすの
き苑、国際ソロプチミスト
大垣、児玉利昭事務所、サ
ンケミカル株式会社営業
一部、視覚障害者生活情報
センター岐阜、静里・綾里

地区民生児童委員協議会、
実践倫理宏生会、市包括、
社会保険労務士増田事務
所、振興金属商事株式会
社、神造エンジニアリング
株式会社、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、赤十字
奉仕団安井分団大屋、全労
災アシスト株式会社、大有
建設株式会社、電パークお
くだ、東京 FAIRWAY 法律事
務所、東新土地株式会社、
特別養護老人ホームゴー
ルドライフ大東、橡谷治道
税理士事務所、濃飛護國神

社、林の木花、ブレインシー
ル株式会社、ボランティア
すぃとぴー、マルアイ石灰
工業株式会社、三城地区民
生児童委員会、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、有限会社和宏工業所浦
永和宏、有限会社岐垣創
建、吉安司法書士事務所、
吉安商事株式会社、匿名
54 件
●使用済みテレホンカード
島岡敏朗、中田明久、大垣
市退職公務員連盟、実践倫
理宏生会、匿名 5件

使用済み切手は、どんな切手でも
受け付けています。切手のまわり
を5㎜～1㎝程度(正確でなくても
構いません)の余白を残し、封筒や
はがきごと切り取ってください。

　昨年度に引き続き、今年度も高校生の方か

らメッセージカードを募集しました。

　大垣東・大垣日大・清陵の3校から、280

通のメッセージカードが寄せられました。昨

年度は年末にお配りし

ましたが、今年度は新

年のあいさつとして、

１月中に食事サービス

利用者の皆さんにお届

けします。 【昨年度の様子】

廣瀨悦子　　 10,000円

常葉会　　　　6,500円

領家クラブ　　38,000円

平林　　　　500,000円

匿名　　　　 20,000円

匿名　　　　　1,289円

匿名　　　　　3,000円

【訪問看護ステーションへ】

匿名　　　　　5,000円

【かわなみ作業所へ】

揖斐川工業グループ親睦会

20,000円

匿名　　　　200,000円

【上石津老人福祉センターへ】

匿名　　　座布団19枚

　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。《12/1 ～ 12/31》（順不同、敬称略）

マスクでも　目と目で笑顔　伝わるよ
伊藤　麻央(赤坂小５年)

あいさつは　みんなをつなげる　あいことば
近藤　絢音(西小６年)

令和３年度社会福祉大会福祉標語入選作品　小学生の部

気づこうよ　だれかのちいさな　こまりごと
石坂　陽大(安井小５年)

　令和3年12月25日

(土)に、子育て応援事

業として、ひとり親世

帯とその家族を対象に

お弁当等をプレゼント

しました。83世帯

245個のお弁当と一

緒にお菓子やマスク等

もお渡ししました。

　当日受け取られた方

からは「このような支

援は助かります。あり

がとうございます」

や、一緒に来ていたお

子さんからも「お菓子

ももらえた！やった！

嬉しいな！」と喜びの

声を聞くことができま

した。

【当日の様子】

赤い羽根共同募金
【イベント募金】
がちゃがちゃ　 7,800円
【資材募金】

7,000円

【街頭募金】

総合福祉会館募金箱

1,415円

上石津老人福祉センター

募金箱　　　 2,410円

【職域募金】

かがやき学園  1,525円

募金にご協力いただい
たのは次の皆さまです。
（順不同、敬称略）
〈10 月 1 日～ 12 月 31 日〉（累計）
【戸別募金】(477 自治会 )

13,238,763円
【法人募金】(223 法人 )

1,008,016円
〈12 月 1 日～ 12 月 31 日〉
【学校募金】
南中学校　　500円
北中学校 　　10,366円

かがやきネットワーク

6,976円

かがやきネットワーク２

(本今作業所) 1,272円

かがやきネットワーク３

(波須作業所)  8,914円

社会福祉法人ともえ会

理事長　篠田　恒之

10,000円

匿名　　　　　　99円

　子どもたちの居場所づくりや、生活に役立つ知識を学ぶ機会を作ること
を目的として『わくわく！ウィンタースクール！』を開催します。

●とき
　2月26日(土)
　10時～15時
●ところ
　大垣市総合福祉会館
　4階研修室
●対象
　市内在住の小学生
●定員
　20名　※先着順
●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、宿題や生活に役立
つ知識が学べるお話し
など、楽しい企画を準
備しています。
●持ち物
　宿題、筆記用具、飲
み物
●お申し込み方法
　右記お申し込み先よ

り、お電話にてお申し
込みください。
●その他
　昼食はお弁当を準備
します。
●申し込み先
　お問い合わせ先
　大垣市社会福祉協議会
　TEL：0584-78-8182

　令和3年12月27日(月)に予定されていました、『高校生歳末清掃』は、
天候不良のため、中止しました。



ごみの減量、資源の有効利用にご協力ください。

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/

―　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）

福祉標語入選作品　中学生の部
令和３年度社会福祉大会 なりたいな　誰かの役に　立てる自分

中村　惠市郎(赤坂中１年)
助け愛　少しの勇気で　笑顔の花

新井　愛実（北中３年）

★一般当選者★
　 岩井千代子様
 　大橋　克弥様
 　加藤　敏子様
 　金谷　泰幸様
　 栗田　陽子様
　 中村　和記様
 　細野　愛子様
 　柳瀬　初子様
 　山内　正明様
 　山岸直絵子様

（順不同）

【解答】（６か所）
左上：黄色の電球
左上：ピンク色の音符♩
右上：緑色の音符♩

多数のご応募の中から抽選の結果、当選された方々に
は粗品(図書カード)を郵送させていただきます。

★20 歳未満限定

  局長賞当選者★

　 西脇　ゆめ様
　 橋本　青空様

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！

12月15日号社協だより

左下：黄色の音符♪
中央：女の子の足
中央：青色の音符♩

ご応募いただいた方か
ら社協だよりへの声を
ご紹介します！

・紙面カラフルで楽しく、
文字も読みやすい。
・コロナで出歩けないです
が、「赤い羽根共同募金」と

か集まってすごいなって
思いました。
・ふれあいいきいきサロン
は色々効果がありますね。
コロナが落ち着いたら、ぜ
ひ参加しようと思います。
・コロナで地域で取り組む
力 が 薄 れ て い く 中 で 頑
張って下さっています。

「みんなで支え合いバン
ク」小さいことから初めて
大きな力になるといいで
すね。
・素晴らしい活動をされて
いる方がたくさんいらっ
しゃるんだなと思いまし
た。多くが QR コードや
HP なのはちょっと寂し
いです。ガラケーなので。

★皆さまからのご意見、励
みになります。これからも
社協だよりをよろしくお願
いします。
たくさんのご応募ありが
とうございました。

●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　看護職・介護職員(パート)

●福祉の館デイサービス青野　介護職員(パート)

大垣社協

※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/
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