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社協だより「音訳版」を希望される人は、ご連絡ください。

ホームページ

かに社協だよりは、地球にやさしい
大豆油のインキで印刷されています。

http://www.kanishishakyo.or.jp
検索かにししゃきょう

（フェイスブック）

　可児市社会福祉協議会では、誰もが住み慣れた場所で安心した生活を送ることができるように、みなさまの権利
を守るための事業（権利擁護事業）として、今月より「預託金によるサービス（死後事務委任）」、「入退院時支援サー
ビス」を新たにスタートさせます。
　当協議会は、岐阜県社会福祉協議会の受託事業として長年、「日常生活自立支援事業」を実施してきました。更に
平成26年11月から「法人後見事業」を新たに加え、今年４月からは利用条件も緩和して対象者の拡大を図ってきま
した。
　今回の新事業を実施することにより、これらの権利擁護事業を総称して「ず～っとあんき支援事業」として展開し、
みなさまの年齢や状況に応じて切れ目なく見守る体制づくりを構築していきます。

●「預託金によるサービス（死後事務委任）」
事前に預託金を預かることにより、万が一の際の葬儀の実施や家財処分など
のサービスを実施します。また、契約者に対しては、定期的な見守りや入退
院時等のサービス、書類等預かりサービスも希望に応じて実施します。

●「入退院時支援サービス」
入退院時等に必要なサービスを実施するとともに、日常的な見守りをします。

●「日常生活自立支援事業」
高齢者や障がいのある人で、ひとりで判断することが難しい人を対象に、福祉
サービスを利用するための支援や、日頃のお金の管理などの支援を行います。

●「法人後見事業」
適切な後見人などがいない人を対象として、家庭裁判所の審判に基づき、可
児市社会福祉協議会が法人として成年後見人などの業務を行います。

「ず～っとあんき支援事業」がスタート！

かに社協だより

可児市社協
イメージキャラクター

「こころん」

可児市社会福祉協議会の権利擁護事業を紹介します。

●可児市内に居住する65歳以上の方
　同居者がいる場合、すべて65歳以上

の親族であること
●明確な契約能力を有する方
●生活保護を受給していない方

…など

※上記条件のほか、サービスにより異なる利
用条件もございますので、詳しくは別途ご
相談ください。

ず～っとあんき支援事業のイメージ利用できる方
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事業の詳細につきましては、可児市社会福祉協議会へお問合せください。
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赤い羽根共同募金　ご協力のお願い

平成29年9月10日現在

善意のこころ、次々と
～義援金のご報告～ 

●東日本大震災義援金
受付期間／平成30年3月31日まで

●平成28年熊本地震災害義援金
受付期間／平成30年3月31日まで

●平成29年7月５日からの大雨災害義援金（九州北部）
受付期間／平成29年12月28日まで

問合せ先：可児市社会福祉協議会　☎62-1555
※最新情報は、ホームページをご覧下さい。
　http://www.kanishishakyo.or.jp

心配ごと相談
市民のみなさまの日常生活における心配ごとの相談に応
じます。
●開催日：毎週火曜日
●時　間：午後１時～午後４時(受付は３時３０分まで)
●場　所：福祉センター

福祉用具の貸出し（無料）
介護保険など公的なサービスが利用できない方などに
対して、車いすや入浴用福祉用具などを、短期間（１ヶ
月以内）貸出します。

YYネット（福祉用具のリサイクル）
不要になった福祉用具を「ゆずりたい人」から「ゆずっ
てほしい人」につなぐため、情報の橋渡しをします。
●ゆずりたい（９月１日現在）
•ポータブルトイレ
•バスアーム
•歩行杖　など

福祉リフトカーの貸出し
車いすで生活されている方や寝たきりの方などを対象
に、福祉リフトカー「やすらぎ号」をお貸しします。

　今年も10月１日から赤い羽根共同募金運動がはじまります。みなさまからお寄せいただい
た募金は、可児市内をはじめ岐阜県内の各種民間社会福祉施設の施設整備費、ボランティア・
NPO団体、福祉団体などの行う地域福祉活動費の助成に充てられます。戸別募金、街頭募金、
学校募金、職域募金などでのご協力をよろしくお願いします。
　今年も、妖怪ウォッチのキャラクター達が赤い羽根共同募金を応援してくれます。窓口な
どで一定額以上募金をしていただき、希望される方には「妖怪ウォッチ×赤い羽根共同募金
グッズ（非売品）」を募金のお礼としてお渡しします。（数量限定）

　みなさまからお寄せいただいた義援金は、日本赤十字
社岐阜県支部を通じ被災地へ送られます。みなさまのご
協力ありがとうございました。

KANI SHAKYO KOKORON

金額29,985,366円

金額3,668,331円

金額142,319円
●秋田県大雨災害義援金

受付期間／平成29年8月31日まで金額12,787円

　平成29年７月11日から平成29年９月10日までに以下
のみなさまから、ご寄付いただきました。心からお礼申
し上げます。（順不同、敬称略）

●中日新聞 桜ケ丘専売所 ●㈱平成観光パーラーキング可児店
●東濃信用金庫 可児支店

物　　　品

●森下邦弘 ●清水ケ丘よつば会 青空市場
●高島　威  ●東濃信用金庫 可児支店
●公益財団法人田口福寿会 ●ビクター・操歌謡教室
●中日新聞 桜ケ丘専売所  ●サークルK可児下恵土店
●今渡台手芸同好会

寄　付　金

可児市の目標額　16,714,000円
©L5/YWP



　９月９日（土）、可児市社会福祉協議会、岐阜県共同募金会可児市支会、日本赤十字社岐阜県支部可児市地区が共催で第42回可児市
社会福祉大会を開催し、福祉活動に功績のあった個人、団体を表彰させていただきました。また、今年は法人化40周年を記念してふくし・
ボランティアフェスティバルも開催しました。

〈公的社会福祉事業奉仕者〉 多年にわたり、職務に精励し、その功績が顕著であり他の模範と認められました。
　●林　善彦　　●飯田久美子　　●山田博司

〈社会福祉事業施設及び社会福祉事業団体の役職員〉 多年にわたり、各種役員として福祉向上及び組織運営のためにご尽力され認められました。
　●三宅健治　　●今瀬恵美子　　●吉川武治　　●深貝　守　　●長原雅子　　●岩下元治　　●小池　稔

〈社会福祉活動団体・社会福祉活動者〉 多年にわたり、ボランティア活動に精励し、その功績が顕著であり他の模範と認められました。
　●今渡台民踊同好会　　●桜ケ丘ハイツ移動支援プロジェクト　　●岩田邦夫

〈優良児童・生徒〉 勉学に励み、家族又は家計を助ける等他の模範と認められました。
　●嶋﨑三奈美

〈社会福祉事業協助団体〉 社会福祉活動に精励し、その功績が顕著であり他の模範と認められました。
　●可児市立東明小学校　福祉委員会

〈家族介護者〉 多年にわたり、在宅にて献身的な介護をされています。
　●小栗富子　　●瀧　良美　　●田中美穂子

〈寄付〉 多年にわたり、多額の浄財又は物品を寄せられました。
　【25年】 ●土屋伊都子　　【20年】 ●ビクター・操歌謡教室　　【15年】 ●KYB労働組合　　●公益財団法人 田口福寿会　　【5年】 ●かにフリーマーケットの会

　可児市社会福祉協議会および可児市災害ボランティアサポートでは、９月３日（日）の可児市の防
災訓練に合わせ、「災害ボランティアセンター設置・運営訓練」を関係団体と協働して行いました。
　災害ボランティアセンターは、災害時に市内外か
ら被災地支援に駆け付けるボランティアを受け入れ
る際の窓口として重要な役割を担います。
　３年目となる今回の訓練では、参加者がスタッフ
役、ボランティア役に分かれ、主に同センターの運
営について、一連の流れを体験しながら検証しまし
た。当協議会では、このような訓練を通して、平常
時から災害に備えた体制づくりに努めています。

可児市社会福祉協議会法人化40周年
第42回可児市社会福祉大会を開催しました

可児市社会福祉協議会会長表彰

〈銀色有功章〉 多年にわたり、多額の社費を寄せられました。
　●㈱樋口工務店　　●㈱カケフホールディングス　　●横山工業㈱　　　●吉田建設㈱

〈表彰〉 ●㈱アシスト物流　　●㈲奥村自動車工業　　●可児化成工業㈱　　●㈱コダマサービス　　●㈲中部プロパン瓦斯商会
　●㈱富士ノ井　　●北斗総業㈱

〈奉仕団本社感謝〉 多年にわたり、赤十字奉仕団活動に従事され、その功労が顕著で他の模範となっています。
　●田中満里子

〈奉仕団銀色有功章〉 ●須藤章恵
〈奉仕団感謝〉 ●岩井里子　　●奥村和子　　●河野藤枝　　●田口多恵子　　●西川章子　　●林　清子　　●林　友子　　●水野幸子
　●山口順子　  ●山本洋子

日本赤十字社表彰

〈募金〉 多年にわたり、多額の募金を寄せられました。
　【40年】 ●可児市職員互助会　　【35年】 ●可児市赤十字奉仕団　　【30年】 ●虹の会　　【25年】 ●可児ライオンズクラブ
　【20年】 ●㈱アイキ　　●㈲亀谷電気商会　　●㈲カワイ地所　　●KYBロジスティクス㈱　　 ●㈱中濃　　●㈱橋本　　●㈱樋口工務店
　【15年】 ●オークマ㈱オークマグループ労働組合　　【10年】 ●㈱ケーブルテレビ可児　　●㈲田中新聞舗　　●㈱富士ノ井　　●㈱丸統建
　●可児市赤十字奉仕団川合分団　　●すみれ楽園職員一同　　【5年】●吉田整備㈱

岐阜県共同募金会可児市支会支会長表彰

災害ボランティアセンター 設置・運営訓練を実施

表彰された方々の紹介（敬称略・順不同）

帷子地区に『中切老若集いの会』（サロン）がオープン！
　６月22日（木）帷子地区中切公民館にてサロンが開所しました。
　公民館の玄関スペースを使用したサロンは、心地よい風が吹き、とっても開放的な場所です。中切
にお住まいの高齢者だけでなく、どなたでも気軽にお茶を飲んでお喋りできるそんなサロンを目指し
ています。
　お近くにお住まいの方はお誘いあわせの上、ぜひお越しください！

　長坂にあるNPO法人みぃーんなげんきが運営する「子ども食堂」がオープンしました。
　毎回、40名ほどで小さな子どもたちとそのご家族を中心にたくさんの笑い声であふれています。
　今回は、手作りお惣菜のバイキングと三色そぼろご飯でしたが、毎回工夫を凝らしたご飯を提供さ
れています。
　お近くの方はぜひ、遊びにお出かけください。

　可児社会福祉協議会法人化40周年に際し、「ふくし・ボランティアフェスティバル」を開催。ボランティア連
絡協議会によるステージ発表・ブース出展を行いました。

　可児市社会福祉大会終了後、落語家で笑点の座布団運びでおなじみの山田たかおさ
んをお招きし「幸せのザブトンをあなたに」と題して、ご講演いただきました。
　座布団運びを30年以上継続できた秘訣や今までの人生をたくさんの笑いを交えてお
話しいただきました。

開催日：毎月第4木曜日
時　間：午前10時～正午
場　所：中切公民館
参加費：100円

開催日：毎月第4土曜日
時　間：午前11時～午後2時頃
場　所：長坂8丁目198番地
参加費：こども100円　おとな300円
問合せ・連絡先：NPO法人みぃーんなげんき　
 電話 65-1750

社協セミナー

長坂に新しい「子ども食堂」ができました！

可児市ボランティア連絡協議会　ふくし・ボランティアフェスティバル

所属団体と桜ケ丘保育園の園児達がス
テージ発表し、会場を盛り上げました。

所属団体の活動パネルの展示や、団体の活
動を体験できるコーナーを設置しました。

夢街道、麦の丘、日赤奉仕団などの協力によ
り、軽食や小物類の販売を行い、盛況でした。

笑いっぱなしの1時間でした。
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　【15年】 ●オークマ㈱オークマグループ労働組合　　【10年】 ●㈱ケーブルテレビ可児　　●㈲田中新聞舗　　●㈱富士ノ井　　●㈱丸統建
　●可児市赤十字奉仕団川合分団　　●すみれ楽園職員一同　　【5年】●吉田整備㈱

岐阜県共同募金会可児市支会支会長表彰

災害ボランティアセンター 設置・運営訓練を実施

表彰された方々の紹介（敬称略・順不同）

帷子地区に『中切老若集いの会』（サロン）がオープン！
　６月22日（木）帷子地区中切公民館にてサロンが開所しました。
　公民館の玄関スペースを使用したサロンは、心地よい風が吹き、とっても開放的な場所です。中切
にお住まいの高齢者だけでなく、どなたでも気軽にお茶を飲んでお喋りできるそんなサロンを目指し
ています。
　お近くにお住まいの方はお誘いあわせの上、ぜひお越しください！

　長坂にあるNPO法人みぃーんなげんきが運営する「子ども食堂」がオープンしました。
　毎回、40名ほどで小さな子どもたちとそのご家族を中心にたくさんの笑い声であふれています。
　今回は、手作りお惣菜のバイキングと三色そぼろご飯でしたが、毎回工夫を凝らしたご飯を提供さ
れています。
　お近くの方はぜひ、遊びにお出かけください。

　可児社会福祉協議会法人化40周年に際し、「ふくし・ボランティアフェスティバル」を開催。ボランティア連
絡協議会によるステージ発表・ブース出展を行いました。

　可児市社会福祉大会終了後、落語家で笑点の座布団運びでおなじみの山田たかおさ
んをお招きし「幸せのザブトンをあなたに」と題して、ご講演いただきました。
　座布団運びを30年以上継続できた秘訣や今までの人生をたくさんの笑いを交えてお
話しいただきました。

開催日：毎月第4木曜日
時　間：午前10時～正午
場　所：中切公民館
参加費：100円

開催日：毎月第4土曜日
時　間：午前11時～午後2時頃
場　所：長坂8丁目198番地
参加費：こども100円　おとな300円
問合せ・連絡先：NPO法人みぃーんなげんき　
 電話 65-1750

社協セミナー

長坂に新しい「子ども食堂」ができました！

可児市ボランティア連絡協議会　ふくし・ボランティアフェスティバル

所属団体と桜ケ丘保育園の園児達がス
テージ発表し、会場を盛り上げました。

所属団体の活動パネルの展示や、団体の活
動を体験できるコーナーを設置しました。

夢街道、麦の丘、日赤奉仕団などの協力によ
り、軽食や小物類の販売を行い、盛況でした。

笑いっぱなしの1時間でした。



●発　 行　社会福祉法人  可児市社会福祉協議会
●住　 所　可児市今渡682番地1（可児市福祉センター内）
●電　 話　0574-62-1555
●ファクス　0574-62-5342
●Ｅメール　kanishisyakyo@crux.ocn.ne.jp

社協だより「音訳版」を希望される人は、ご連絡ください。

ホームページ

かに社協だよりは、地球にやさしい
大豆油のインキで印刷されています。

http://www.kanishishakyo.or.jp
検索かにししゃきょう

（フェイスブック）

　可児市社会福祉協議会では、誰もが住み慣れた場所で安心した生活を送ることができるように、みなさまの権利
を守るための事業（権利擁護事業）として、今月より「預託金によるサービス（死後事務委任）」、「入退院時支援サー
ビス」を新たにスタートさせます。
　当協議会は、岐阜県社会福祉協議会の受託事業として長年、「日常生活自立支援事業」を実施してきました。更に
平成26年11月から「法人後見事業」を新たに加え、今年４月からは利用条件も緩和して対象者の拡大を図ってきま
した。
　今回の新事業を実施することにより、これらの権利擁護事業を総称して「ず～っとあんき支援事業」として展開し、
みなさまの年齢や状況に応じて切れ目なく見守る体制づくりを構築していきます。

●「預託金によるサービス（死後事務委任）」
事前に預託金を預かることにより、万が一の際の葬儀の実施や家財処分など
のサービスを実施します。また、契約者に対しては、定期的な見守りや入退
院時等のサービス、書類等預かりサービスも希望に応じて実施します。

●「入退院時支援サービス」
入退院時等に必要なサービスを実施するとともに、日常的な見守りをします。

●「日常生活自立支援事業」
高齢者や障がいのある人で、ひとりで判断することが難しい人を対象に、福祉
サービスを利用するための支援や、日頃のお金の管理などの支援を行います。

●「法人後見事業」
適切な後見人などがいない人を対象として、家庭裁判所の審判に基づき、可
児市社会福祉協議会が法人として成年後見人などの業務を行います。

「ず～っとあんき支援事業」がスタート！

かに社協だより

可児市社協
イメージキャラクター

「こころん」

可児市社会福祉協議会の権利擁護事業を紹介します。

●可児市内に居住する65歳以上の方
　同居者がいる場合、すべて65歳以上

の親族であること
●明確な契約能力を有する方
●生活保護を受給していない方

…など

※上記条件のほか、サービスにより異なる利
用条件もございますので、詳しくは別途ご
相談ください。

ず～っとあんき支援事業のイメージ利用できる方

新　規

新　規

事業の詳細につきましては、可児市社会福祉協議会へお問合せください。

ず～っと
あんき
支援事業

「法人後見事業」

「日常生活自立支援事業」

「入退院時支援サービス」

「預託金によるサービス
 （死後事務委任）」

高

低

判
断
力

赤い羽根共同募金　ご協力のお願い

平成29年9月10日現在

善意のこころ、次々と
～義援金のご報告～ 

●東日本大震災義援金
受付期間／平成30年3月31日まで

●平成28年熊本地震災害義援金
受付期間／平成30年3月31日まで

●平成29年7月５日からの大雨災害義援金（九州北部）
受付期間／平成29年12月28日まで

問合せ先：可児市社会福祉協議会　☎62-1555
※最新情報は、ホームページをご覧下さい。
　http://www.kanishishakyo.or.jp

心配ごと相談
市民のみなさまの日常生活における心配ごとの相談に応
じます。
●開催日：毎週火曜日
●時　間：午後１時～午後４時(受付は３時３０分まで)
●場　所：福祉センター

福祉用具の貸出し（無料）
介護保険など公的なサービスが利用できない方などに
対して、車いすや入浴用福祉用具などを、短期間（１ヶ
月以内）貸出します。

YYネット（福祉用具のリサイクル）
不要になった福祉用具を「ゆずりたい人」から「ゆずっ
てほしい人」につなぐため、情報の橋渡しをします。
●ゆずりたい（９月１日現在）
•ポータブルトイレ
•バスアーム
•歩行杖　など

福祉リフトカーの貸出し
車いすで生活されている方や寝たきりの方などを対象
に、福祉リフトカー「やすらぎ号」をお貸しします。

　今年も10月１日から赤い羽根共同募金運動がはじまります。みなさまからお寄せいただい
た募金は、可児市内をはじめ岐阜県内の各種民間社会福祉施設の施設整備費、ボランティア・
NPO団体、福祉団体などの行う地域福祉活動費の助成に充てられます。戸別募金、街頭募金、
学校募金、職域募金などでのご協力をよろしくお願いします。
　今年も、妖怪ウォッチのキャラクター達が赤い羽根共同募金を応援してくれます。窓口な
どで一定額以上募金をしていただき、希望される方には「妖怪ウォッチ×赤い羽根共同募金
グッズ（非売品）」を募金のお礼としてお渡しします。（数量限定）

　みなさまからお寄せいただいた義援金は、日本赤十字
社岐阜県支部を通じ被災地へ送られます。みなさまのご
協力ありがとうございました。

KANI SHAKYO KOKORON

金額29,985,366円

金額3,668,331円

金額142,319円
●秋田県大雨災害義援金

受付期間／平成29年8月31日まで金額12,787円

　平成29年７月11日から平成29年９月10日までに以下
のみなさまから、ご寄付いただきました。心からお礼申
し上げます。（順不同、敬称略）

●中日新聞 桜ケ丘専売所 ●㈱平成観光パーラーキング可児店
●東濃信用金庫 可児支店

物　　　品

●森下邦弘 ●清水ケ丘よつば会 青空市場
●高島　威  ●東濃信用金庫 可児支店
●公益財団法人田口福寿会 ●ビクター・操歌謡教室
●中日新聞 桜ケ丘専売所  ●サークルK可児下恵土店
●今渡台手芸同好会

寄　付　金

可児市の目標額　16,714,000円
©L5/YWP


