
戻すことができるよう、心
からお祈り申し上げます。
　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、　　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、「小地域見守りネット
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。
　今後とも市民の皆さま
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
のあいさつとさせていた
だきます。

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
ならびに事業活動に対し
まして、多大なご支援、ご
協力を賜り、厚くお礼を
申し上げます。
　昨年は、世界中の人々
が新型コロナウイルス感
染症拡大の影響を受けた
年でした。外出自粛のた
めに会いたい人にも会え
ず、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。一日も早
く落ち着いた生活を取り
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〒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
７８－８１８２

発　行　責　任　

大垣社協ホーム
ページ

第２７０号 令和３年１月１５日号

者　大垣市社会福祉協議会長

　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≫

【戸別募金】(480自治会) 

4,511,600円

【団体・職域募金】

岐阜新聞岐阜放送西濃

支社　　　150,000円

すぃとぴー
10,000円

大垣市役所職員労働組

合連合会　　22,350円

歳末

4,816,027円募金額合計

歳末

揖斐川工業グループ親

睦会　　　　 20,000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

匿名　　　　　2,077円

たすけあい募金たすけあい募金

【
あ
い
ち
ゃ
ん
】

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

　市内の高校生ボラン

ティアがひとり暮らし高

齢者のお宅などを訪問

し、手の届きにくい所の

お掃除や電球交換などの

お手伝いをする恒例の

withコロナの
新しい取組み 100通をお届け

「高校生歳末清掃」。コロ

ナ禍の今回は、高校生か

らのメッセージをお届

けする形に変更しまし

た。大垣東・大垣北・大

垣桜・清凌・大垣商業・

大垣工業の６校から、

398 通のメッセージが

寄せられ、昨年末 12 月

23 日～ 25 日、高校生

の皆さんの想いを携え

て職員が訪問しました。

　訪問先では、いつもの

交流がないことを寂し

いとしながらも、カラフ

ルなメッセージを見て

「絵も字も上手ね」「次は

待ってるからね」などと

笑顔を見せてくださる

方もありました。メッ

セ ー ジ カ ー ド は 食 事

サービスの利用者の皆

さまにもお届けします。

訪問の様子

届いた多くのメッセージ

静里地区
興文地区

赤坂地区

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。(12/1～12/31、敬称略）

北地区ボランティア部会

76,201円

領家クラブ　　35,000円

【かわなみ作業所へ】

揖斐川工業グループ親睦会

20,000円

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）寄せられた募金は県共同募金
会から、令和３年度の福祉事業に配分されます。

〈10月1日～12月31日累計〉

【戸別募金】(480自治会)

13,464,350円

【法人募金】(232 法人 )

1,096,670円

〈12月 1日～12月 31日〉

【学校募金】

興文中学校　　13,158円

北中学校　　　16,893円

【街頭募金】

総合福祉会館募金箱

3,627円

【資材募金】

【イベント募金】

がちゃがちゃ　9,000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　1,518円

かがやきネットワーク

5,664円

かがやきネットワーク２

(本今作業所)　3,270円

かがやきネットワーク３

(波須作業所)　5,091円188,000円



ごみの減量、資源の有効利用にご協力ください。

私たちといっしょに働きませんか？

【問合せ】 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（上石津・墨俣・青野）　看護職員（パート）
●通所介護（上石津・墨俣・青野）　介護職員（パート）
●かわなみ作業所　支援員（パート）
●かわなみホーム　お世話人（パート）
●介護支援専門員（パート）

※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。

職員募集

　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までご持参
か郵送してください。
〒503-0922 大垣市馬場町124

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。

収
集
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　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
秋山 正博、市川 岩生、市野 隆好、伊藤 
公一、伊藤 千尋、上田 佐多子、岡田 幸
子、加藤 寿志、菊田 一臣、北村 敏郎、
桐山 宮子、熊田 和明、小林 宣子、近藤 
みすゑ、佐竹 久子、佐藤 美子、沢藤 寿
満子、髙木 戦征、高木 幹夫、高橋 美智
子、田中 満喜子、寺田 好子、長松 好
司、西村 昭治、原 雄三、日比野 友子、
古山 和子、堀 弘、安田 拓夢、山本 次
能、吉村 正子、赤坂郵便局、あすなろ俳
句会、苺村、一般社団法人障害者福祉支
援センター、上田石灰製造株式会社、大垣
市くらしのセミナー、大垣市食生活改善協
議会、大垣市赤十字奉仕団、大垣市退職
公務員連盟、大垣市役所（会計課・社会
福祉課・窓口サービス課）、大垣消防組合
北消防署、大垣市レクリエーション協会、
大垣青年の家、大垣東高校、大月木工、
お勝山ふれあいセンター、株式会社シンセ
ン、株式会社古沢組、株式会社マルアカ、

株式会社丸忠、岐阜県身体障害者福祉
協会大垣支部、岐阜新聞・岐阜放送、
岐阜日野自動車株式会社、木村木工
所、居宅介護支援事業所いずみ、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部、静里女性料
理クラブ、振興金属商事株式会社、神造
エンジニアリング株式会社、真和株式会
社、すぃとぴー、生長の家大垣東支部、西
濃会計事務所、西濃病院、セイノーエン
ジニアリング株式会社、税理士法人麋城
総合経営事務所、大有建設株式会社、
東京 FAIRWAY 法律事務所、東新土地株
式会社、橡谷治通税理士事務所、日赤
西分団、ぬりかえ工房、濃尾護国神社、
平塚香貴園、ブレインシール株式会社、
前田鉄工所、増田事務所、万石シルバー
福寿会、三野工業株式会社、安田電機
暖房株式会社、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、有限会社ステップ・ワン、有限会
社畑中自動車工業、匿名 78 件
●使用済みテレホンカード
市野 隆好、近藤 みすゑ、廣瀬 學、大
月木工、大垣市退職公務員連盟、前田
鉄工所、匿名 11 件

■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

―　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）

有　料　広　告

大垣タクシー株式会社

～思いやりとやさしさを乗せて～

■一般タクシーのご利用は

　☎ ０５８４－７８－５１７８

■車いすやストレッチャー
　介護タクシーのご予約は

　☎ ０５８４－７８－６５８６

本社：大垣市藤江町５丁目
http://www.ogakitaxi.co.jp/ ストレッチャーのタクシーもあります♬

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 3,000 円 ( 税抜 )／月
社協だより１区画 3,000 円 ( 税抜 )／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　http://www.ogakishakyo.or.jp/

使
用
済
み

切
手

見守り関係事業所一覧はコチラ→

　大垣市社会福祉協議会では、地域
の住民の皆さまによる見守り活動に
加え、地域のさまざまな事業所と見
守り協定を結び、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
方が異変に気づかれたことから、実際に人命救助
につながったケースもあり、様々な方々に支えら
れて安心・安全なまちづくりを築けています。

見守り事業所と連携しています

オンライン

　コロナ禍で人とつながりにくくなっている状況
で、困難を抱える子どもたちへの支援が必要と
なっています。その中で学習支援や居場所づくり
について考える学習支援サポーター養成講座を開
催します。

●とき　令和 3 年 2 月 23 日 ( 火・祝 )10 時～ 12 時

●内容　オンライン講座

①講演「学習支援・居場所

づくりの意義と課題」愛知

工業大学准教授 川口洋誉

氏　②実践報告「学習支援
室の活動の様子」あしたの
支援室 伊藤桂子氏
●定員　30 人（大垣市

在住・在勤・県内大学

に在学の方）

●参加費用　無料（イン

ターネット通信料は個人負担 )

オンライン
学習支援サポーター養成講座学習支援サポーター養成講座

申込みフォーム
ＱＲコード

●申込方法　電話もしくは

下記の申込みフォームにてお

申込みください。

●参加方法　原則オンライ

ン (Zoom)※オンライン環

境がない場合は総合福祉会

館でのパブリックビューイン

グで受講で

きます。

大垣市ボランティア市民活動支援センター℡ 78-818２

親子で楽しく節分会。福祉会館で鬼退治しよう！

緊急
　募集！！

●とき　2/5(金)10～12時
●ところ　総合福祉会館
　　　　　(馬場町124)
●定員　親子10組
●参加費　無料
●内容　鬼の「ピニャータ」を
　親子で作ろう。「ピニャー
　タ」をたたいて鬼退治ごっ
　こを楽しもう。

●申込み方法　大垣市ボランティ

　ア市民活動支援センターまで
　℡78-8182

新聞がたまっ
てるけど大丈
夫かな？

連絡 事業所本部

心配だね。
社協に連絡
してみるね。

社協

わかりました。
確認しますね。通報

ご家族や地域の
方(自治会長、
民生委員、近所
の方)など

入院中とわかり
ました。
連絡ありがとう
ございました。

情報収集

場合によって
警察や消防へ
緊急通報する
こともあります。

社協

訪問して安否
確認します。

高齢者等の
お宅

ご本人の状況が
分かり次第、事
業所へ報告しま
す。

報告

訪問

②
①

③
④

　新たに見守り協定を締結した６事業所（アンシ

ンク株式会社様、小川防災株式会社様、大垣管材

株式会社様、有限会社西濃防災様、株式会社メモ

リアホールディングス様、株式会社

石山商店様）を加え、現在68の見守

り関係事業所と連携しています。

見守り体制イメージ図

通報

事業所の方

③

ひろたか

受講生
募集

受講生
募集

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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