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　旧年中は、本会の運営ならび
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。
　社会を取り巻く環境は、新型
コロナウイルス感染症の影響等
により、収入が著しく減少し、生
活に困窮している世帯が増加
し、また少子高齢化が一層進行
するなか、高齢者世帯の増加、認
知症、子育てに悩む方、児童や高
齢者の虐待、地域での孤立など
様々な課題が顕在化していま
す。
　コロナ禍において外出機会の

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。

減少や地域での諸行事の中止な
どにより、人と人とのつながり
が希薄化し、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
切になります。
　本会では様々な地域課題解決
に向けて、「誰もが住み慣れた地
域で安心して暮らすことができ
るまちづくり」を目指し、「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、行政、関係機関、団体との連
携を密にし、「あんしん見守り
ネットワーク事業」など地域福
祉活動を推進し、すべての人が
活躍することができる地域社会
づくりのために積極的に取り組

んでまいります。
　また、本会の地域福祉推進の
指針となります「第 4 次地域福
祉活動計画」は、令和 5年度末を
もって計画期間満了となりま
す。大垣市の「第 5次地域福祉計
画（スイト生き活きプラン）」と
連携・協働し、新たに「第 5次地
域福祉活動計画」を策定してま
いります。
　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、年頭の挨拶とさ
せていただきます。

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。《11/26～
12/31》（順不同、敬
称略） 第十回目四丁目楽しく

つなぐ畑

10,000円

領家町領家クラブ

32,530円

匿名　　　　20,000円

匿名　　　　　3,000円

匿名　　　　　2,000円

【かわなみ作業所へ】

匿名　　 100,000円

匿名　　　10,000円

揖斐川工業グループ揖

斐川工業親睦会

20,000円

【
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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

善意の寄付をありがとう善意の寄付をありがとう



地区社協活動のページ・社会福祉協議会からのお知らせ

福祉標語入選作品　小学生の部
令和４年度社会福祉大会 あいさつは　ちいきのみんなの　エネルギー

髙橋　杏莉(南小２年)

【戸別募金】
482自治会

4,491,100円
【団体・職域募金】

揖斐川工業グループ親睦会
20,000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

20,810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

かがやきクラブ大垣
23,000円

長井和明・北野二三子
15,000円

手作りのボール

4,692,871円募金額合計

歳末たすけあい募金歳末たすけあい募金

　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。《12/1～12/31》(順不同、敬称略)

赤い羽根共同募金
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）

　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、今年度も昨年

度同様、新型コロナウイ

ルス感染拡大により、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、今年度も文集の作成

とパネル展を開催しま

す。

　文集は各学校等に配

布、パネル展では作文を

パネルにさせていただ

き、右記日程で展示させ

ていただきます。併せて

市内高校から寄せられた

グリーティングカードも

展示します。今年度は昨

年度に引き続きアクア

ウォーク大垣での展示に

加えて、イオンモール

大垣でも展示させていた

だきます。お時間があれ

ばぜひお越しください。

【アクアウォーク大垣】

2階　アカデミア前にて

令和5年2月1日(水)

～2月12日(日)

【イオンモール大垣】

2階　フードコート前にて

令和5年2月17日(金)

～2月28日(火)

【昨年度パネル展の様子】

ありがとう　その一言で　あたたまる
遠藤　心夢(西小６年)

　令和4年12月17日
(土)、かわなみ作業所に
て 初 め て 『 か わ な み
marché(マルシェ)』を
オープンしました。
　 コ ロ ナ 禍 と な り 、
様々なイベント等が中
止となる中で、かわな
み作業所としても授産
製品の販売機会が少な
くなり、併せてかわな
み作業所自体を知って
いただく機会も少なく
なってしまいました。
そこで、「どうしたら
授産製品の販売ができ
るだろうか」「販売す
ることでかわなみ作業
所を知ってもらい、ま
た、利用者さまにとっ
ても作業する意欲につ
ながるのではないか」
と職員間で話し合いを
進め、土曜開所日に合
わせて販売をすること
になりました。

　当日は悪天候の予報
でしたが、雨が降るこ
ともなく寒空の中、地
元の小学生と保護者の
方、近隣の障がい者施
設の方、地元のグラン
ドゴルフのメンバーさ
んなど、多くの方にご
来場いただき、かすて
らやかりんとう、フィ
ナンシェ等を実際に手
に取って選んでいただ
きながらお買い物をし
ていただくことができ
ました。
　地域の皆さまには改
めてかわなみ作業所に
ついて知っていただく
い い 機 会 と な り ま し
た。また、利用者さま
にとっても久しぶりの
販売機会ということも
あり、力が入り緊張気
味ではありましたが、
地 域 の 方 と の 関 わ り
や、自分たちが作った

も の が 、 誰 か の 手 に
渡っていくという流れ
を直に体験することが
でき、とてもいい機会
で楽しく販売すること
ができました。
　今後も、まずは地元
を中心に販売機会を増
やしていき、少しずつ
皆さまのお手元に届け
られるようにしていき
たいと思います。

　令和4年12月17日(土)、大垣フォーラムホテルにてひとり親世帯を対象

に、ホテルの料理やマジックショーを楽しんでいただく催しを開催しまし

た。この事業は大垣東ライオンズクラブと大垣市社会福祉協議会の共催で

す。

　当日は約110世帯300名が来場されました。食事だけでなく、お菓子が

もらえる抽選会や食料品の提供も行われ、参加者は楽しい時間を過ごされ

ました。

たくさんのお菓子をもらい、

とても喜んでいました♪

各テーブルを回ってマ

ジックを披露し、楽しま

せてくれました！

【戸別募金】(482 自治会 )
13,473,600円

【法人募金】(210 法人 )
1,034,186円

【学校募金】
大垣幼稚園　13,118円

大垣北中学校  9,243円
【イベント募金】
がちゃがちゃ 

5,300円
【資材募金】

9,793円

【街頭募金】
総合福祉会館募金箱

1,453円
上石津老人福祉センター
募金箱

39,391円
【職域募金】
社会福祉法人ともえ会
理事長　篠田　恒之

10,000円

かがやき学園　2,954円
かがやきネットワーク

6,846円
かがやきネットワーク２
(本今作業所)　 

1,533円
かがやきネットワーク３
(波須作業所)　 

8,985円



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・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、青木いとみ、青
木康子、市川岩生、稲川悟
子、大嶺マツミ、尾崎清子、
川瀬邦夫、菊田一臣、木村
由美子、桐山宮子、小寺照
子、後藤好美、佐藤美子、沢
藤寿満子、杉野まき子、杉
山仁志、鈴木満、髙木勝則、

髙木徳三 (西川秀子 )、高
木幹夫、田口香里、寺田好
子、平野雅博、福永美智子、
藤塚喜久江、藤原智之、森
田和子、安田美恵子、山添
耕一、若山清美、アイホー
ム西村、味の素冷凍食品株
式会社、大垣カーテン、大
垣化染株式会社、大垣機工
株式会社、大垣市北地区セ
ンター、大垣市教育委員会
社会教育スポーツ課、大垣
市くらしのセミナー、大垣
市赤十字奉仕団、大垣市退
職公務員連盟、大垣市役所
課税課、大垣市役所高齢福

祉課、大垣市役所窓口サー
ビス課、大垣電機株式会
社、大垣東高校、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
会社苺一笑、株式会社むす
び、株式会社セッタ、岐垣
創建、切手収集ボランティ
アむかごの会、岐阜日野自
動車株式会社、木村木工
所、久米通商、国際ソロプチ
ミスト大垣、静里・綾里地
区民生児童委員会、実践倫
理宏正会、振興金属商事株
式会社、社会保険労務士増
田事務所、神造エンジニア

リング株式会社、すぃと
ぴー、西濃病院、税理士法
人西濃会計事務所、大東福
祉会、大日コンサルタント
株式会社、大有建設株式会
社、竹中電気設備、東新土
地株式会社、橡谷治道税理
士事務所、日正ビルダー、
濃飛護國神社、ブレイン
シール株式会社、前田鉄工
所、明治安田生命保険相互
会社、餅惣、安田電機暖房
株式会社、矢橋大理石株式
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、有限会社クリエスパイ
シー、有限会社Ｋ・Ｂクリ
エイト、有限会社ステップ
ワン、吉安司法書士事務
所、匿名 43 件
●使用済みテレホンカード
大倉十三枝、菊田一臣、桐
山宮子、中田明久、アイ
ホーム西村、アトリエフ
ローラ、大垣市退職公務員
連盟、大垣点訳グループ愛
盲会、小川茶華道教室一
同、小川司法書士事務所、
実践倫理宏正会、吉安司法
書士事務所、匿名 4件

　大垣東・大垣北・清

陵の3校から、約300

通のメッセージカード

が寄せられました。今

年度は新年のあいさつ

として、１月～2月中に

食事サービス利用者の

皆 さ ん に お 届 け し ま

す。

　また、みなさんにも

高校生歳末清掃活動高校生歳末清掃活動
　令和4年12月26日

(月)に、清陵・大垣桜の

生徒による高校生歳末清

掃活動が行われました。

　訪問先では普段なかな

かできない窓や外壁など

の掃除をし、「今年は来

てもらえて嬉しい」「な

かなか掃除できないとこ

ろをやってもらえるので

とても助かる」といった

嬉しいお言葉をいただき

ました。

　今回のボランティア

活動をきっかけに今後

も地域の方との交流を

大切にしてもらえると

嬉しいです。

見 て い た だ け る よ う

に、パネル展にていく

つかご紹介します。お

楽しみに！

福祉標語入選作品　小学生の部
令和４年度社会福祉大会 うけとった　やさしさボール　きみにパス

近藤　奏(小野小３年)

地いきの輪　困った時は　助け合い
池田　結衣(綾里小４年)

　コロナ禍により子どもの居場所が少ない状況の中で、学習支援を
通じた子どもの居場所づくりを目的として『わくわく　ウィンター
スクール』を開催します。

●とき

　2月25日(土)10時～15時

●ところ

　大垣市総合福祉会館　

　3階　会議室　調理室

●対象

　市内在住の小学生

　(1年生～6年生)

●定員

　10名

　※1月16日(月)8時半申

込開始。先着順。

●内容

《午前》

　学習時間

《午後》

「フライパンで防災パン

を作ろう」のテーマで、

災害時に役立つパン作り

を通して防災について学

びます。

●講師

　防災パンづくり講師

「手作りパン教室Rico」 

渡辺　由佳氏

●持ち物

　宿題、筆記用具、飲み

物、エプロン、マスク、手

拭きタオル、保冷剤、保冷

バッグ、昼食

地域と
　つながりたい！

　「地域と関われる、

地域に入っていけるよ

う な 活 動 が で き る と

…」というお話をして

くれたのは、日新地区

にある岐阜県立西濃高

等特別支援学校。平成

30年に開設した知的障

がいのある生徒が通う

学校で、4つのコースが

あり多くの生徒が一般

就労を目指して勉強を

しています。学生のこ

ろから社会との関わり

を持たせたいという思

いから、つながりを少

しでも作りやすくなれ

ばと、福祉協力校とし

て今年度初めて指定さ

せていただきました。

　 活 動 の 第 一 歩 と し

て、日新地区で行われ

ている食事サービスの

配達の様子を見学しま

した。また、環境コー

スの生徒さんが、通学

路にもなっている日新

地区センター周辺の清

掃や、地区センター内

の 清 掃 を 実 施 し ま し

た。「コロナ禍で外部

での経験を積むことが

できない生徒にとって

良い経験になる」と話

してくださいました。

　　

　

　学校の敷地内には、

食品コースの生徒さん

が作ったパンの購入や

喫茶を楽しむことがで

きる『School cafe 

SEINO』があります。

きれいな店内では軽食

を楽しむことができま

す。もちろん接客もレ

ジ打ちも生徒さんが行

います。興味を持たれ

た方は一度訪れてみて

はいかがでしょうか。

　

　

　

「まだまだ小さなつな

がりができただけの活

動ですが、細く長く関

わり続けることができ

れば」と、先生からも

お 話 し い た だ き ま し

た。少しずつ活動が広

がっていくといいです

ね。

参加費

無料

　60歳以上の男性を対象に、新たな生きがいや人
とのつながりの構築、気軽な交流の場の提供を目
的に開催します。
●とき

　3月8日(水)14時～16時

●ところ

　自家焙煎珈琲　長﨑屋

　(大垣市墨俣町上宿917-4)

●対象

　市内在住の60歳以上の男性

●定員

　５名　※1月16日(月)

8時半申込開始。先着順。

●内容

　『自家焙煎珈琲長﨑屋』

による、コーヒー講座

●参加費

　2,000円

　※当日使用する道具

代等を含む。

●申込み方法

　下記申込先へお電話に

てお申し込みください。

●その他

・講座終了後、市内の施

設等でコーヒーを提供す

る場を設けます。(コロナ

の状況により変更あり)

・当日使用した道具等に

ついては、参加者にプレ

ゼントさせていただきま

す。

●申込・お問い合わせ先

　大垣市社会福祉協議会

　地域のふくし相談課

　TEL：0584-78-8182

●申込み方法

　QRコードもしくは下記

申込先より、お電話にてお

申し込みください。

●その他

　火を使った調理を行

います。

●申込・お問い合わせ先

　大垣市社会福祉協議会

　地域のふくし相談課

　TEL：0584-78-8182

【申込QRコード】



ごみの減量、資源の有効利用にご協力ください。

有　料　広　告

―　法務省　人権啓発キャッチコピー　―

「誰か」のこと　じゃない。

　次の皆様より『みんなで支え合いバンク』にご
協力いただきました。ありがとうございました。
《12月1日～12月31日》(順不同・敬称略)
日新地区民生・児童委員、三菱ケミカル株式会社
大垣工場、宮脇淳、匿名6件

　６５歳以上の高齢者
を基本とし、障がい者
や子ども等も含めて対
象とするなど、地域の
実情に合わせて開催さ
れています。
　多くのサロンは自治
会長、民生児童委員、
福祉推進委員を中心に
運営され、公民館等で
開催されています。
　コロナ禍で以前のよ
うな集合型のサロンを
開催できない中、訪問
活動に切り替え、地域
全体での見守り活動、
閉じこもり防止を進め
ていただきました。
　今年度になり、感染
対策をしながら少しず

つ集合型のサロンも開
催されるようになって
きました。現在、307
自治会で、223か所の
サロンが運営されてい
ます。
「他の地区はどのよう
に開催しているんだろ
う…」
「何をしていいかわか
らない」
「誰か楽しませてくれ
る人、来てくれないか
な…」
こういった悩み、ぜひ
社 協 へ ご 相 談 く だ さ
い！サロンの進め方や
貸出できるサロングッ
ズのご紹介、訪問でき
るボランティアさんの

調整等、お手伝いさせ
ていただきます。右記
QRも参考に、『気軽に
立ち寄れる地域の集い
の場』づくりをお願い
します。

【サロンについて(動画)】【 マ ジ ッ ク や 玉 す だ
れ、腹話術で楽しませ
てくれました】

【地域包括支援センタ
ーの職員がお邪魔し、
体操や熱中症予防につ
い て 話 し て く れ ま し
た】

★一般当選者★

 　安藤　美子様
 　臼井　芳子様
 　加納　勲　様
 　鎌澤　宣子様
 　川出　淳子様
 　桐山　正男様
 　中石　典仁様
 　松野　好成様
 　森　　淳子様
 　和田美佐穂様

（順不同）

【解答】（10 か所）
①壁の絵鳥の数
②壁の絵ギターを弾く人
③左女性のメガネ
④左上音符のかたち

72名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した。

★20 歳未満限定

  局長賞当選者★

 　吉田　帆貴様
 　安藤　蒼馬様

12月15日号社協だより

⑤奥のポスター
⑥左女の子の赤い羽根
⑦真ん中女性の靴の色
⑧車椅子の子の髪型

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！

・毎号興味深く読んで
います。ふれあいいきい
きサロン再開すれば参
加したいと思います。

・写真もあり見やすい
です。自分が知らない事
業が行われていると知
りました。募金が地域の
方々に使われていて良
かったです。

・のうトレをきっかけに
社協だよりを読んでみ
て、いろいろな活動があ
ることを知りました。

・いつもは見落とすまち
がいさがしに目がいき、
応えてしまいました。傾
聴ボランティアに娘が興
味があり、申し込みをし
ました。

・困ったことや心配なこ
との事案を掲載してくだ
さい。今後につながるよ
うにしたいと思います。

・地域での活動や運動
の内容が、写真付きで
知ることができ、良い
と思います。

・見守り活動はとても
いいです。高齢者だけ
でなく障がい者にも見
守り活動してほしい。

★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。

■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

⑨車椅子の子の靴下
⑩右男性の足の位置

福祉標語入選作品　中学生の部
令和４年度社会福祉大会 支え合う　笑顔でつながる　地域の輪

柴田　南望(江並中２年)

差別ない　未来を作るのは　自分たち
三田　菜心(北中３年)
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