KANI SHAKYO KOKORON

協だより
かに社

可児市社協
イメージキャラクター

「こころん」

行方不明高齢者は地域全体で発見に努めます

～中濃地域行方不明高齢者等SOSネットワーク事業の締結～
高齢化の進展に伴い、認知症による徘徊などで行方不明となるケースが増加しています。
行方不明となった高齢者等を地域の支援を得て早期に発見できる体制を整備するため、中濃４警
察署の呼びかけにより「中濃地域行方不明高齢者等SOSネットワーク事業」に中濃地域13市町村と
その地区の社会福祉協議会が協定に加わり締結しました。協定の締結式は、各管轄警察署単位で行
われました。
この事業は、行方不明高齢者等の情報を協力機関間で共有したり、緊急連絡体制を構築したりし
て、その家族等への支援を行うものです。この事業に賛同する企業や団体等も協力機関として参加
することができることとしています。みなさんのご理解とご協力をお願いします。

ご存知でしたか 老人福祉センター福寿苑
いきいきとした生活を送るためにご利用ください
老人福祉センター「福寿苑」は、可児市在住の60歳以上の方が無料で利用できる施設です。
健康増進、娯楽に、グループ活動にご利用ください。

施設設備

集会室、研修室、お風呂、ゲートボール場など

健康器具

マッサージチェア、ヘルストロン、バイオビームなど

可児市大森347番地2

☎63-3333

平成30年度 事業計画と予算
●法人運営

社会福祉協議会は、市民やボランティア団
体、関係機関などと連携し、かつ、社協の
民間団体としての即応性、柔軟性を十分に
活かし、地域に密着した福祉サービスを提
供することで、誰もが住み慣れた地域で安
心して住み続けることができる可児市の実
現を目指します。

●
●

広報

★福祉推進・地区社協活動の支援
●

●

★ 印は、重点事業
●障がいサービス事業
●

法人経営

●

ふれあいの里可児

●

就労継続支援Ｂ型

●

生活介護
（支援班・作業班）

●
●

Ⅳ 障がいサービス事業拠点
21.01％

地域福祉推進の中核をなす次期５年間を計画期間と
した
「第３期可児市地域福祉活動計画」
を、市民のみ
なさまの福祉ニーズを的確に反映させて策定します。
市内14地区社会福祉協議会が、
福祉部門の地域課題、
ニーズ等を共有した上で、それを解決する仕組みを
構築するための地域福祉懇話会を継続して開催する
よう支援し、各地区社協において、それらの課題、
ニーズを解決、対応する拠点となるよう支援します。

住民福祉活動の支援

ボランティア活動の支援

災害ボランティア活動の支援
福祉教育の推進
生活支援

など

Ⅰ 法人運営事業拠点
22.01％

88,339千円

92,564千円

予算総額（支出）

420,486千円

Ⅱ 受託事業等拠点
31.78％

Ⅲ 介護サービス事業拠点
25.20％

133,625千円

105,958千円

●受託事業
●介護サービス事業
●

居宅介護支援

（ケアマネジメント）
●

●
●

北部地域包括支援センター

障がい者生活支援センターハーモニー

★基幹相談支援センター
●

訪問介護

（ホームヘルプ）
●

通所介護

（福寿苑デイサービスセンター）
●

計画相談支援

●

生活サポートセンター

★ず～っとあんき支援事業の推進
●
●

※ホームページでもご覧いただけます。

平成30年度から、可児市の障がい者相談支援の中核的な役割を担
う基幹相談支援センターを市役所内に設置し、障がい者の総合的
な支援を行えるよう適切に運営します。

●

みなさまの権利を総合的に守る
「ず～っとあんき支援事業
（社協が
親族等の支援が受けられない高齢者の方に対する入退院時の支援、
実施する権利擁護事業の総称で、
「法人後見事業」
「日常生活自立
死後事務などを総合的に支援する
「ずーっとあんき支援事業」
の推
支援事業」
「子がない高齢者の方などに対する預託金によるサービ
進を図ります。
ス及び入退院支援サービス」
の４事業）
」
の推進を図ります。

老人福祉センター福寿苑

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。
平成30年3月1日から平成30年4月30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）

物
●長坂みどり会

YYネット（福祉用具のリサイクル）

●㈱平成観光 パーラーキング可児店

付

金

●久々利ふれあい祭り実行委員会 ●中村絢子
●ぎふしん愛の募金事務局

●美濃加茂市社会福祉協力会

●ユニー㈱

●土田御前の会

ピアゴ可児店

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、車イスや入浴用福祉用具などを、短期間（１か月以内）貸
出します。

品

●可児市立東明小学校

寄

●開催日：第2・第4火曜日（4月より月2回に変更）
●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

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
（4月30日現在）
•紙オムツ など
問合せ先：生活サポートセンター
☎61-2525

●信和工業㈱

善意のこころ、次々と
～義援金のご報告～

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。

福祉リフトカーの貸出し

車イス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。
問合せ先：障がい者生活支援センターハーモニー
☎62-5231

こころん Cafe

平成30年４月30日現在
●東日本大震災義援金

金額 30,043,896円 受付期間／平成31年3月31日まで

●平成28年熊本地震災害義援金

金額 3,707,131円 受付期間／平成31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

金額 314,029円 受付期間／平成30年9月28日まで

●平成29年台風第18号災害義援金

金額 78,453円 受付期間／平成30年3月30日終了

開店予定
６月

6・13・20・27日（水）

７月

4・11・18・25日（水）

午後2時～午後3時
福祉センター 1階ロビー
※都合により、予定が変更になる
場合もあります。

MENU
クッキー各種
100円～ 200円
コーヒー
100円
アイスクリーム
200円
ご利用お待ちしています

ヘルパーさん大募集中
有資格
●

●
●

ホームヘルパー 2級以上
または介護福祉士
普通運転免許証

未経験者も
しっかり
サポート！

同行援護従事者資格を
お持ちの方も大歓迎！！

お待ちしています！
問合せ先

訪問介護係 ☎60-3272

1か月間の
研修期間が
あるから安心★

愉快な仲間と
楽しく仕事が
できるよ

手話サークルかにっ子（ボランティア連絡協議会）
～手話に興味のある方大募集～

それぞれのレベルに合わせて勉強会や交流会を行なっ
ています（初心者の人も参加していますよ）
。ぜひ見学に
来てください。

日

時：午前10:00 ～ 11:30/毎週月曜日
午後7:30 ～ 9:00/毎週火曜日

場

所：福祉センター和室

会

費：200円/月（入会月1か月無料）

子育て支援サロン

ほっこりサロン

ハッピーオレンジ
４月４日（水）子育て支援サロンハッピーオレ
ンジが開所しました。

いろどり

４月11日（水）春里地区の日本ランドにサロン
が開所しました。高齢者がおしゃべりと笑顔で

鳩吹台にも子どもをのびのびと遊ばせられる

元気に暮らすきっかけ作りをモットーに立ち上

場所を作りたい、そして保護者同士で情報交換

げられ、主に日本ランドと坂戸台に住まわれる

や悩み相談が出来るようサポートしたいとの思

高齢者の方を中心に参加していただいています。

いから、子育てサロンを鳩吹台で立ち上げられ

お近くにお住まいの方は、地域の交流を深める

ました。

憩いの場としてぜひご利用ください。

毎月2回開催していますので、ぜひお立ち寄
りください。

開催日：毎月第２・第４水曜日
時

間：午前10時～正午

開催日：毎月第１・第３水曜日

場

所：日本ランド公民館

時

間：午前10時～正午

参加費：100円

場

所：鳩吹台公民館

参加費：無料

●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
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。

ホームページ

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

検索
（フェイスブック）

社協だより「音訳版」を希望される人は、ご連絡ください。

