
●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）

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」

　山口県萩市出身で、同県にて３０年以上教職に携わり、現
在は、萩市金谷天満宮の宮司を務める。自身もがんの宣告を
受けながら、アルツハイマー型認知症の妻を自宅で家族と介
護した経験を、著書「八重子のハミング」として出版。闘病、
介護、夫婦愛について、自身の詠んだ31文字のラブレターと
ともに綴られている。
　その後、「奇跡体験！アンビリバボー」で紹介され話題となり、
2016年には「八重子のハミング」として映画化されている。

講師プロフィール

入場無料
事前申込不要

手話・
要約筆記通訳が

あります

内　容　● 福祉功労者表彰  式典
　　　　● 講演会（社協セミナー）
　　　　　演題
　　　　　「八重子のハミング ～老老介護4,000日の軌跡～」
　　　　　講師：陽　信孝氏（宮司、元山口県萩市教育長）

問合せ　社会福祉協議会（☎62－1555）

みなみ の ぶ た か

可児市社会福祉大会・講演会を開催！
第４３回

平成30年 9月1日土
午前9時30分～正午  可児市福祉センター

日時・場所

KANI SHAKYO KOKORON



事業報告
◆法人運営事業拠点
●理事会（開催回数：５回）、評議員会（開催回数：２回）
●社協だより「こころん」（発行回数：６回）
●社会福祉大会・社協セミナーの開催（参加者：450人）
●ボランティア活動の支援（登録：101人、104団体）
●福祉に関する学習への支援
　（福祉講座：22件、体験用具貸出し：13件）
●福祉ドキドキ・わくわく体験
　（開催回数3回、参加者：87人）
●地区社協への助成（対象：14地区社協）
●福祉用具の貸出（件数：494件）
●地域支え愛ポイント制度
　（ポイント付与：166団体、登録ボランティア：1,766人）
●災害ボランティア入門講座の開催（参加者：35人）
●福祉協力校・園の指定（対象：37校（園））
●ふれあい・いきいきサロンへ普及支援（登録件数：97件）
●サロン（高齢者、子育て、子ども食堂）の立上げ支援
　（新規開所：12か所）
●地域で行う支え合い活動への助成（助成件数：45件）
●福祉団体への活動助成（助成件数：6件）
●歳末たすけあい友愛訪問（対象：1,368件）
●生活物品等緊急給付（件数：90件）

◆受託事業等拠点

◆介護サービス事業拠点
●居宅介護支援（ケアマネジメント）（利用者：1,409人）
●通所介護（福寿苑デイサービスセンター）
　（利用者：3,894人）
●訪問介護（高齢者のホームヘルプ）（利用者：550人）
●総合支援居宅介護（障がい者のホームヘルプ）
　（利用者：229人）
●計画相談（支援：691件）

◆障がいサービス事業拠点
●ふれあいの里可児就労継続Ｂ型（利用者：5,153人）
●ふれあいの里可児生活介護（利用者：3,741人）

決算報告

●北部地域包括支援センターの運営
●障がい者生活支援センター「ハーモニー」の運営
　（相談件数：6,267件）
●福祉リフトカー貸出（貸出件数：426件）
●老人福祉センター福寿苑の運営（利用者：30,823人） 
●生活困窮者自立支援事業（相談件数：1,242件）
●心配ごと相談（相談件数：41件）
●生活福祉資金の貸付（貸付件数：177件）
●預託金によるサービス（相談件数：５件） New
●入退院支援サービス（相談件数：１件） New
●日常生活自立支援（対象：28人）
●法人後見事業（相談件数：222件）

収入 356,675,170 円 支出 352,867,509 円

◆関連事業
●岐阜県共同募金会可児市支会の運営
●日本赤十字社岐阜県支部可児市地区の運営

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：第2・第4火曜日
●時　間：午後１時～午後４時(受付は午後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
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。

YYネット（福祉用具のリサイクル）
●ゆずります（6月30日現在）
•尿取りパッド（未開封）
•紙おむつ（未開封）
•使い捨て防水シート
•ねまき（男性・女性）
•ポータブルトイレ
•バスアーム
•杖（一本杖、四点杖）
•車イス　・・・など
問合せ先：生活サポートセンター
 ☎61-2525

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

平成30年6月30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31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31年3月31日まで

　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。

金額30,044,249円

金額3,727,131円

●平成29年7月5日からの大雨災害義援金
受付期間／平成30年9月28日まで金額342,327円

　平成30年5月1日から平成30年6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）

●高村峰子
●㈱平成観光 パーラーキング可児店
●里山若葉クラブ

物　　　品

●福住尊眞
●可児さくら保育園
●東濃信用金庫

●アンドウダンス
●可児市民吹奏楽団

寄　付　金

こころんCafe
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

８月
 1・8・22・29日（水）
９月
 5・12・19・26日（水）

ご利用お待ちしています※都合により、予定が変更になる
場合もあります。

平成29年度 事業報告・決算報告 平成30年度
保育士試験合格者のための研修
●保育士試験に合格したけれど、実務経験がない方
●保育園等での就職前に、現場ですぐに役立つ実践力を身に付

けたい方
そんな方を対象に、実践研修を実施します！ぜひ、この機会に
ご参加ください！

無料
託児あり

対象・費用
保育士試験合格者で保育園等での就職を希望されている方
参加費無料
※前期・後期の２日間コースとなります。
　（どちらか一方の参加も可）
※託児を希望する方はご相談ください。

問合せ先
岐阜県保育研究協議会　事務局　森
〒500-8385　岐阜市下奈良2-2-1　岐阜県福祉農業会館３階
ＴＥＬ：058-273-1111（内線：2517）
ＦＡＸ：058-275-4888

前期日程
◆ 岐阜地区 : ９月20日（木） ひきえ子ども園（岐阜市）
◆ 岐阜地区 : ９月25日（火） 蘇原保育所（各務原市）
◆ 岐阜地区 : ９月27日（木） 岐南さくら保育園（岐南町）
◆ 中濃地区 : ９月26日（水） 古井第一保育園（美濃加茂市）
◆ 東濃地区 :10月 ２日（火） さくら保育園（中津川市）
  9:00 ～  受付
  9:30 ～  講義 【保育基礎研修】新保育指針や最新の保育事情
 【職業能力基礎研修】園長先生より
 10:15 ～ 実技 【実践研修】各クラスに分かれての保育実習
 12:00 ～ ふり返り、質疑応答、求職登録、個別相談等（希望者）

後期日程
◆ 岐阜地区 : １月29日（火） ひきえ子ども園（岐阜市）
◆ 岐阜地区 : ２月 ７日（木） 蘇原保育所（各務原市）
◆ 岐阜地区 : １月30日（水） 岐南さくら保育園（岐南町）
◆ 中濃地区 : ２月 ６日（水） 古井第一保育園（美濃加茂市）
◆ 東濃地区 : ２月 ５日（火） 坂本さくら保育園（中津川市）
 12:00 ～  受付
 12:30 ～  講義 【保育基礎研修】新保育指針や最新の保育事情
 【職業能力基礎研修】園長先生より
 13:30 ～  実技 【実践研修】遊び等子どもと関わる
 15:00 ～  ふり返り、質疑応答、求職登録、個別相談等（希望者）

申し込み方法、不明点、ご質問等お気軽にお問い合わせください。
この研修は岐阜県の委託を受け岐阜県保育研究協議会が開催しております。
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平成29年度
決算額

法人運営事業拠点
90,801,881 円

受託事業等拠点
97,134,983 円

介護サービス事業拠点
81,406,652 円

障がいサービス事業拠点
87,331,654 円

法人運営事業拠点
88,268,094 円

受託事業等拠点
99,143,849 円

介護サービス事業拠点
87,337,549 円

障がいサービス事業拠点
78,118,017 円

収支差額
3,807,661 円

コーヒー回数券１枚（６杯付）500円　　 400円
こころんCafe 引換有効期間

8/1 ～ 31 まで

キリトリ
切り取ってご持参下さい

 午後2時～午後3時
 福祉センター 1階ロビー

開店予定



事業報告
◆法人運営事業拠点
●理事会（開催回数：５回）、評議員会（開催回数：２回）
●社協だより「こころん」（発行回数：６回）
●社会福祉大会・社協セミナーの開催（参加者：450人）
●ボランティア活動の支援（登録：101人、104団体）
●福祉に関する学習への支援
　（福祉講座：22件、体験用具貸出し：13件）
●福祉ドキドキ・わくわく体験
　（開催回数3回、参加者：87人）
●地区社協への助成（対象：14地区社協）
●福祉用具の貸出（件数：494件）
●地域支え愛ポイント制度
　（ポイント付与：166団体、登録ボランティア：1,766人）
●災害ボランティア入門講座の開催（参加者：35人）
●福祉協力校・園の指定（対象：37校（園））
●ふれあい・いきいきサロンへ普及支援（登録件数：97件）
●サロン（高齢者、子育て、子ども食堂）の立上げ支援
　（新規開所：12か所）
●地域で行う支え合い活動への助成（助成件数：45件）
●福祉団体への活動助成（助成件数：6件）
●歳末たすけあい友愛訪問（対象：1,368件）
●生活物品等緊急給付（件数：90件）

◆受託事業等拠点

◆介護サービス事業拠点
●居宅介護支援（ケアマネジメント）（利用者：1,409人）
●通所介護（福寿苑デイサービスセンター）
　（利用者：3,894人）
●訪問介護（高齢者のホームヘルプ）（利用者：550人）
●総合支援居宅介護（障がい者のホームヘルプ）
　（利用者：229人）
●計画相談（支援：691件）

◆障がいサービス事業拠点
●ふれあいの里可児就労継続Ｂ型（利用者：5,153人）
●ふれあいの里可児生活介護（利用者：3,741人）

決算報告

●北部地域包括支援センターの運営
●障がい者生活支援センター「ハーモニー」の運営
　（相談件数：6,267件）
●福祉リフトカー貸出（貸出件数：426件）
●老人福祉センター福寿苑の運営（利用者：30,823人） 
●生活困窮者自立支援事業（相談件数：1,242件）
●心配ごと相談（相談件数：41件）
●生活福祉資金の貸付（貸付件数：177件）
●預託金によるサービス（相談件数：５件） New
●入退院支援サービス（相談件数：１件） New
●日常生活自立支援（対象：28人）
●法人後見事業（相談件数：222件）

収入 356,675,170 円 支出 352,867,509 円

◆関連事業
●岐阜県共同募金会可児市支会の運営
●日本赤十字社岐阜県支部可児市地区の運営

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：第2・第4火曜日
●時　間：午後１時～午後４時(受付は午後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
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。

YYネット（福祉用具のリサイクル）
●ゆずります（6月30日現在）
•尿取りパッド（未開封）
•紙おむつ（未開封）
•使い捨て防水シート
•ねまき（男性・女性）
•ポータブルトイレ
•バスアーム
•杖（一本杖、四点杖）
•車イス　・・・など
問合せ先：生活サポートセンター
 ☎61-2525

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

平成30年6月30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31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31年3月31日まで

　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。

金額30,044,249円

金額3,727,131円

●平成29年7月5日からの大雨災害義援金
受付期間／平成30年9月28日まで金額342,327円

　平成30年5月1日から平成30年6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）

●高村峰子
●㈱平成観光 パーラーキング可児店
●里山若葉クラブ

物　　　品

●福住尊眞
●可児さくら保育園
●東濃信用金庫

●アンドウダンス
●可児市民吹奏楽団

寄　付　金

こころんCafe
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

８月
 1・8・22・29日（水）
９月
 5・12・19・26日（水）

ご利用お待ちしています※都合により、予定が変更になる
場合もあります。

平成29年度 事業報告・決算報告 平成30年度
保育士試験合格者のための研修
●保育士試験に合格したけれど、実務経験がない方
●保育園等での就職前に、現場ですぐに役立つ実践力を身に付

けたい方
そんな方を対象に、実践研修を実施します！ぜひ、この機会に
ご参加ください！

無料
託児あり

対象・費用
保育士試験合格者で保育園等での就職を希望されている方
参加費無料
※前期・後期の２日間コースとなります。
　（どちらか一方の参加も可）
※託児を希望する方はご相談ください。

問合せ先
岐阜県保育研究協議会　事務局　森
〒500-8385　岐阜市下奈良2-2-1　岐阜県福祉農業会館３階
ＴＥＬ：058-273-1111（内線：2517）
ＦＡＸ：058-275-4888

前期日程
◆ 岐阜地区 : ９月20日（木） ひきえ子ども園（岐阜市）
◆ 岐阜地区 : ９月25日（火） 蘇原保育所（各務原市）
◆ 岐阜地区 : ９月27日（木） 岐南さくら保育園（岐南町）
◆ 中濃地区 : ９月26日（水） 古井第一保育園（美濃加茂市）
◆ 東濃地区 :10月 ２日（火） さくら保育園（中津川市）
  9:00 ～  受付
  9:30 ～  講義 【保育基礎研修】新保育指針や最新の保育事情
 【職業能力基礎研修】園長先生より
 10:15 ～ 実技 【実践研修】各クラスに分かれての保育実習
 12:00 ～ ふり返り、質疑応答、求職登録、個別相談等（希望者）

後期日程
◆ 岐阜地区 : １月29日（火） ひきえ子ども園（岐阜市）
◆ 岐阜地区 : ２月 ７日（木） 蘇原保育所（各務原市）
◆ 岐阜地区 : １月30日（水） 岐南さくら保育園（岐南町）
◆ 中濃地区 : ２月 ６日（水） 古井第一保育園（美濃加茂市）
◆ 東濃地区 : ２月 ５日（火） 坂本さくら保育園（中津川市）
 12:00 ～  受付
 12:30 ～  講義 【保育基礎研修】新保育指針や最新の保育事情
 【職業能力基礎研修】園長先生より
 13:30 ～  実技 【実践研修】遊び等子どもと関わる
 15:00 ～  ふり返り、質疑応答、求職登録、個別相談等（希望者）

申し込み方法、不明点、ご質問等お気軽にお問い合わせください。
この研修は岐阜県の委託を受け岐阜県保育研究協議会が開催しております。

25%

27%

23%

25% 22%

1%

24%

28%

25%

平成29年度
決算額

法人運営事業拠点
90,801,881 円

受託事業等拠点
97,134,983 円

介護サービス事業拠点
81,406,652 円

障がいサービス事業拠点
87,331,654 円

法人運営事業拠点
88,268,094 円

受託事業等拠点
99,143,849 円

介護サービス事業拠点
87,337,549 円

障がいサービス事業拠点
78,118,017 円

収支差額
3,807,661 円

コーヒー回数券１枚（６杯付）500円　　 400円
こころんCafe 引換有効期間

8/1 ～ 31 まで

キリトリ
切り取ってご持参下さい

 午後2時～午後3時
 福祉センター 1階ロビー

開店予定



●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）

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」

　山口県萩市出身で、同県にて３０年以上教職に携わり、現
在は、萩市金谷天満宮の宮司を務める。自身もがんの宣告を
受けながら、アルツハイマー型認知症の妻を自宅で家族と介
護した経験を、著書「八重子のハミング」として出版。闘病、
介護、夫婦愛について、自身の詠んだ31文字のラブレターと
ともに綴られている。
　その後、「奇跡体験！アンビリバボー」で紹介され話題となり、
2016年には「八重子のハミング」として映画化されている。

講師プロフィール

入場無料
事前申込不要

手話・
要約筆記通訳が

あります

内　容　● 福祉功労者表彰  式典
　　　　● 講演会（社協セミナー）
　　　　　演題
　　　　　「八重子のハミング ～老老介護4,000日の軌跡～」
　　　　　講師：陽　信孝氏（宮司、元山口県萩市教育長）

問合せ　社会福祉協議会（☎62－1555）

みなみ の ぶ た か

可児市社会福祉大会・講演会を開催！
第４３回

平成30年 9月1日土
午前9時30分～正午  可児市福祉センター

日時・場所

KANI SHAKYO KOKORON


