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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

※新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、人数制限を設けて実施させていた

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。

一般の部　　【応募作品　　 24作品】

中学生の部　【応募作品　1,198作品】

小学生の部　【応募作品　1,337作品】

【佳作標語】( 敬称略 )

ありがとう　その一言で　あたたまる

あいさつは　ちいきのみんなの　エネルギー

支え合う　笑顔でつながる　地域の輪

差別ない　未来を作るのは　自分たち

支え合い　寄り添う地域の　安心感

遠藤　心夢(西小6年)

髙橋　杏莉(南小2年)

三田　菜心(北中3年)

高橋　杏奈(大垣市直江町)

小木曽　琴野(興文小3年)

山崎　竣也(東小6年)

木村　姫菜(北小5年)

髙谷　明吏(日新小4年)

梅村　和楓(安井小1年)

加代　明希(宇留生小5年)

臼井　みくる(江東小5年)

安藤　隆将(中川小3年)

砂川　優奈(赤坂小6年)

石田　琉稀(青墓小6年)

森下　琥陽(牧田小1年)

境井　優衣(多良小6年)

伊藤　和志(時小5年)

沖田　竜之介(墨俣小5年)

八代　藍梨(興文中3年)

高橋　凪咲(東中1年)

澤田　莉央(西中3年)

兒玉　茜音(南中2年)

安田　愛実(赤坂中3年)

髙橋　亜衣(上石津中3年)

小学生の部

中学生の部

柴田　南望(江並中2年)

地いきの輪　困った時は　助け合い
池田　結衣(綾里小4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、下記の協定調印及び講演会を行います。

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)

令和４年度 大垣市社会福祉功労者 （敬称略 )

【入選標語】( 敬称略 )
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大垣市社会福祉協議会　令和３年度　事業報告

大垣市社会福祉協議会　令和３年度決算報告
地域部会活動

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)

　新型コロナウイルス感染の流行から2年が経過
する中、いまだに終息の兆しが見えない状況と
なっています。本会におきましても、感染予防
対策を始め、各種事業や会議の変更及び書面開
催など、対応が続く1年となりました。
　一方で地域社会は家族・地域形態が変容する
とともに、雇用形態の多様化、近隣関係の希薄
化などを背景として、様々な面から支援を必要
とする方が増加しています。本会では住民一人
ひとりの暮らしと生きがい、地域共生社会の実
現に向けて取り組みを始めました。
　地域の福祉活動の基盤組織である地区社会福
祉推進協議会、ボランティア連絡協議会等と連
携し、集合型から訪問型への事業転換、ICTを活
用したオンライン会議など、集まらなくてもつ
ながり続ける活動が随所で実践され始めまし
た。コロナ禍での失業や減収により、生活に困
窮した方を対象とする支援については、フード

事業運営部会活動

ボランティア部会活動
①大垣市ボランティア市民活動支援センター　

　運営事業

・相談・斡旋業務の充実(調整件数：24件)

・大垣市ボランティア連絡協議会の支援

・ボランティア登録(登録者数：62個人、152団

　体)、ボランティア保険の斡旋

・マスコットキャラクター(あいちゃん)の周

　知(情報誌、募集用紙、ブログ、ホームペー

　ジ、YouTube)

②ボランティア育成研修事業

・障がい児・者サポートボランティア養成講

　座(参加者13名、オンライン2名)

・初心者ボランティア講座(2回参加者延38名)

・企業向け講座(68団体へ資料配布)

・学習支援サポーター養成講座(参加者:オンラ

　イン16名、パブリックビューイング4名)

・高校生歳末メッセージ(253通配布）

・わくわくサマースクール(参加者9名)

③福祉教育推進事業

・福祉教育協力校指定事業(指定37園、40校)

・講演会、研修会への講師派遣（8件）

・子どもの意見を聞く会(パネル展にて開催)

総務部会活動

バンクや子育て応援事業などと連動させながら
支援を行いました。
　また、相談者を本人・世帯の属性に関わらず
受け止める、包括的・重層的相談支援体制を構
築し、ワンチームとなり対応しました。
　在宅介護サービス等については、厳しい状況
の中、新型コロナウイルス感染症の予防を徹底
しながら、利用者様の望む生活を営むための適
切で質の高いサービスを提供できるよう事業を
実施しました。
　コロナ禍の“新しい日常”は様々な苦難や停
滞を生み出しましたが、同時に新たな挑戦や改
革に着手し、前進するチャンスであると捉えて
います。この一年間で得たことをしっかりと今
後の社協活動に活かし、市民の皆様と協働し、
「オール大垣市社協」で地域福祉の未来につな
げていきたいと考えております。　

　全体研修会中止、地区単位で開催）
・地区別研修会(12地区15回開催)
・福祉推進委員連絡会(2回)
③食事サービスの実施(対象者249人、ボラン　
　ティア1,096人)

④緊急連絡のてびきの作成(作成人数4,526人）
⑤あんしん見守りネットワーク事業の推進
　(20地区　対象者4,875人）
⑥地域見守り関係事業所との協定(68事業所)
⑦地域支援ネットワーク委員会事業の実施　
　(8地区12回開催)
⑧地域防災力向上推進事業の実施
⑨福祉学習モデル事業

⑩生活支援事業
・支え合い団体への支援(東・宇留生・荒崎・
　青墓・中川・和合・墨俣地区)
・買い物支援(綾里・上石津・青墓地区)[利用
　者延304人　実施回数54回]
⑪新型コロナウイルス感染症対策地域福祉推
　進事業(買い物代行支援　1件)
⑫地区防災士会の支援(18地区)
⑬生活支援活動拠点整備事業
・お散歩カフェ
　(綾里地区)[開催日数24日、参加者延360人]
　(東地区)[開催日数10日、参加者延283人]
⑭子育て応援事業(母子世帯等に対する支援)
・商品券配布　899世帯、1,367人
・お弁当配布　83世帯、245人

⑮地区社協連絡会(2回）

①組織機能の強化
・理事会(4回)、評議員会(3回)、評議員選
　任・解任委員会(2回)、専門部会(総務部会
　2回、地域部会2回、ボランティア部会2回、
　事業運営部会2回)　
②財政基盤の強化
・住民会員、会費制度の充実
・共同募金、歳末助け合い運動の推進
③指定管理施設の運営管理の充実
④広報活動の強化
・社会福祉大会の開催(式典及び講演会中止、
　表彰状及び感謝状郵送、広報への掲載)
・社協だよりの発行(年6回)
・ホームページによる広報活動(アクセス総件
　数141,702件)
・社協情報誌の発行
・有料広告の掲載(7社：広報誌6社、ホーム
　ページ3社)
・声の広報、点訳による広報の実施
⑤居宅介護支援事業
 (プラン 延5,068件、うち予防プラン1,257件)
⑥特定相談支援事業・障がい児相談支援事業
 (利用者 延320人)
⑦訪問介護事業
 (利用者 延2,868人、利用回数 延21,884回)
⑧訪問看護事業
 (利用者 延1,721人、利用回数 延13,283回)
⑨通所介護事業
 (利用者：上石津 延860人、墨俣 延563人、
  青野 延123人)
⑩かわなみ作業所運営事業(利用者 延1,128人)

⑪かわなみホーム事業(利用者 延306人)
⑫かわなみホーム短期入所事業(利用者 延81人)
⑬老人福祉センター運営事業
 (利用者:大垣　延12,233人、
  上石津　延8,210人、墨俣　延7,240人
　※入浴者数、個人、団体利用者等)
⑭総合福祉会館運営事業(利用者数延14,386人)
⑮福祉バスの運営(利用件数11件)

①地区社協活動の強化
・ふれあいいきいきサロンの実施
　(308自治会実施　設置224か所)
・地区社協福祉大会の開催(16地区)
・歳末友愛訪問の実施(20地区、2,709人対象)

②福祉推進委員活動の支援(493自治会　888人)
・ふれあいのまちづくり推進大会の開催(6/12[日]

①地域包括支援センター事業(総合相談件数延

　6,024件)

②認知症初期集中支援推進事業(相談件数延1,232件)

③在宅介護支援センター事業(介護予防教室

　参加者延186人)

④障がい者生活支援センター事業(相談件数1,314件)

⑤障がい者就労支援センター事業(支援件数延1,463人)

⑥福祉サービス利用支援センター事業(相談援助延612件)

⑦成年後見制度利用促進事業(相談件数延49件)

⑧生活支援相談センター事業(相談件数478件)

　みんなで支え合いバンク食糧支援(支援回数257回)

⑨生活福祉資金貸付事業(相談件数1,008件)

⑩障害者社会参加促進事業(参加者延299人）

⑪生活支援体制整備事業

　社会福祉法人連携協議会(23法人加盟)

⑫移動支援事業(利用回数延170回)

⑬福祉団体等活動支援事業



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
アイホーム西村、味の素
冷凍食品株式会社、一般
社団法人大垣薬剤師会、
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、大垣市退職女性
教師の会、大垣市役所障
がい福祉課、大垣市立西
小学校 R3 年度 JRC 委員
会、大垣東高校、大月木
工、小野電産業株式会社、
株式会社古沢組家田潤
一、株式会社マルアカ、
株式会社高岩組、岐阜日
野自動車株式会社、くす
のき苑、公益社団法人大
垣地域シルバー人材セン
ター、後藤電気商会、近

藤石灰工業株式会社、佐々
木工業、静里・綾里民協、
実践倫理宏正会、司法書士
児玉利昭事務所、社会福祉
法人大東福祉会、社会保険
労務士増田事務所、真和株
式会社たかのデイサービス
センター、すぃとぴー、生
長の家大垣東支部、西濃病
院、西部研修センター、高
木煙火株式会社、東新土地
株式会社、橡谷治道税理士
事務所、富士エンジニアリ
ング株式会社岐阜羽島事業
所、フジヤ広告株式会社、

文化シャッター株式会社、
保健センター、前田鉄工
所、三城地区民生児童委員
会、美濃南画水墨画会、矢
橋林業株式会社、山中ハウ
ジング株式会社、山田硝子
商事株式会社、有限会社飯
沼ミシン商会、有限会社い
なり大垣、有限会社エス・
ケー・エム、有限会社ステ
ップ・ワン、米山労務管理
事務所米山幹生、藍澤平
義、新井成子、荒井幸子、
石原淳𠮷、市川岩生、伊藤
公一、井上みわこ、大島基
規、大橋克子、岡田知子、
小川幸子、尾崎清子、加藤

寿志、上久保昭、河瀬道
晴、北村敏郎、木村由美
子、沢藤寿満子、新貝久
雄、杉野俊博、杉山仁志、
杉原幸子、髙木戦征、髙
橋美智子、滝文子、田口
貞善、田邉之雄、土田み
な子、寺田好子、長松好
司、西脇、原雄三、日比
野淳、平野雅博、藤井則
子、水谷奈実子、水谷智
津子、矢橋郁子、若園武
臣、匿名 44 名
●使用済みテレホンカード
杉山仁志、滝文子、土田
みな子、仁科美知子、匿
名 2名

楽しく
♪学ぼう♪

わくわく！
サマースクール！

日程 内容

8月2日(火)
10:00～15:00

8月5日(金)
10:00～15:00

10:00～10:10　　開会

10:10～12:00　　マジックを覚えよう

　　　　　　　　　 講師「手品なかよし会」

12:00～13:00　　休憩

13:00～14:50　　オンラインで交流しよう！

　　　　　　　　　 マジックの発表

14:50～15:00　　閉会

10:00～10:10　　開会

10:10～12:00　　バルーンアートを学ぼう！

　　　　　　　　　 講師「大垣市レクリエーション協会」

12:00～13:00　　休憩

13:00～13:30　　移動（アクアウォーク大垣へ）

13:30～14:30　　アクアウォーク大垣で交流しよう！

14:30～15:00　　移動（福祉会館へ）

15:00　　　　　　 閉会

「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。

●日程・内容

　下記表のとおり

●ところ

　大垣市総合福祉会館

　(大垣市馬場町124)

●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

　学習支援を通じた子どもの居場
所づくりを目的とした、わくわく
サマースクールを開催します。

　を行う
●バランスボール講師
　株式会社フェライズ
　　代表取締役社長

神　華奈氏
●持ち物
　宿題・筆記用具・タ
　オル・水分・昼食　
　運動しやすい服装と
　スニーカーなど
●申込先・お問い合わせ
　大垣市社会福祉協議会
TEL:(0584)78-8182
※申込は7月15日(金)
　8時30分受付開始。
　先着順。

●とき
　8月9日(火)
　10:00～15:00
●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、バランスボール
　を使っての体力作り

善意の寄付を

次の皆さまからご寄

付をいただきまし

た。社協の諸事業に

活用させていただき

ます。ありがとうご

ざいました。《6/1 ～

6/30》 

●定員

　各日20人

●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

　民活動支援センター　

TEL:(0584)78-8182

【昨年度の講座の様子】

●日程

　①8月19日(金)

　　10:00～12:00

　　※受付9:30

　②8月25日(木)

　　10:30～11:30

　　※集合10:15

　　(現地集合・解散)

●内容

　①子どもを取り巻く

　環境や課題について

　の講話や活動発表

　②みんなの未来をつ

　くる会の見学・体験

●参加費

　300円(保険代等)

●ところ

　①大垣市総合福祉会館

　　(大垣市馬場町124)

　②安井地区センター

　　(大垣市東前3-10)

●定員　10名

●対象

　市内在住・在勤・県内

　の大学在学の方

●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

ありがとう

匿名　　　10,000 円

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）



ごみの減量、資源の有効利用にご協力ください。

　

―　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）

　 令 和 4 年 6 月 1 2 日

(日)、2年ぶりに開催され

ました。今回は新型コロ

ナウイルス感染症予防の

観 点 か ら 、 福 祉 推 進 委

員、各地区民生委員児童

委員会長、各地区社協会

長、各地区連合自治会長

に参加者を限定しての開

催となりました。

　本大会は、きめ細かい

地域福祉活動を目的に設

置、展開してきた福祉推

進委員が、様々な地域福

祉活動を進めるうえでよ

り重要視される役割であ

ることを知っていただく

ことを目的に開催されて

ふれあいのまちづくり推進大会が開催されました！ふれあいのまちづくり推進大会が開催されました！

います。今年度は全体研

修会として地区社協によ

る活動実践報告と講演会

を開催しました。

　地区社協による活動実

践報告では、「買い物支

援事業について」のテー

マで、青墓校区社協の清

水会長と、臼井福祉推進

委員会長兼ネットワーク

委員会長に発表いただき

ました。令和4年1月の開

始までには、地区での意

見を集約、アンケートを

実 施 し ニ ー ズ 調 査 を 行

い、実施するにあたって

の 課 題 を 一 つ ず つ 話 し

合ってきました。今後の

課題と方向性も含めてお

話しいただきました。

　講演は「地域共生社会

に向けて、これから必要

となる支え合いとは-住民

活動の進め方-」と題し

て、岐阜協立大学経済学

部准教授の後藤康文氏に

お話しいただきました。

　

　コロナ禍における地域

活動の意義や、地域共生

社会づくりに向けて、地

域住民としてできること

などをお話しいただきま

した。地域の課題に気付

き、話し合い、取り組む

ことについて、その進め

方も含めてご教授いただ

きました。

　 コ ロ ナ 禍 と い う こ と

で 、 「 活 動 で き な い 」

「そもそもどんな活動を

したらいいのか」といっ

た疑問や、活動できない

ことへのもどかしさが本

大会で少しでも解決でき

る一助となっていれば幸

いです。今後も地域福祉

活動へのご協力、よろし

くお願いいたします。

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

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)
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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

令和４年度職員採用試験のご案内おおがき社協掲示板
職員募集職員募集
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