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「こころん」

福祉ドキドキ・わくわく体験を開催
夏休み期間中に、市内の小学４～６年生を対象とした
「福祉ドキドキ・わくわく体験」
を開催しました。今年度は、
昨年開催した介助犬と盲導犬の講座に加え、新たに障がい者の方との交流を目的に、“ふれあいの里可児”
の利用者と一緒に行う、クッキーの講座を企画しました。

クッキー作りの講座では、“ふれ
あ い の 里 可 児”でど のようにクッ
キーが作られるのか見学したあと、
クッキーの型抜きを体験しました。
また、クッキーが焼きあがるまでの
時間は参加者と“ふれあいの里可児”
利用者のみんなでゲームをして楽
しみました♪

介助犬・盲導犬の講座では、犬たちの仕事内容について学んだり、
実際に落とした物を拾ってもらう、目隠しをして歩くといった体験もして
もらいました。犬たちとの触れ合いにみんなドキドキ！

「ふれ愛教室」開催中
日時

毎月第４木曜日 １３
：
３０～１５
：
３０

場所

福祉センター

対象者

障がい者とその家族

参加費

無料。ただし、作品作りの時は材料費５００円程度が必要。

▲5月 福祉レクリエーション

今年５月からスタートした
「ふれ愛教室」
は、他者とのかかわりの中で、コミュニケー
ション力を高め、作業や作品作りを楽しみ、やりがい（達成感、責任感、満足感）
など、
日々の豊かな暮らしにつなげることを目的に企画しました。
みなさんのご参加を待ってます！
！

▲6月 こけ玉づくり

社協セミナー
可児市社会福祉大会にて、宮司で元萩市教育長の陽 信孝(みなみのぶたか)氏をお招きし、
「八
重子のハミング～老老介護4,000日の軌跡～」と題して、講演いただきました。
自らもがんと闘いながらも、妻を思う気持ちやアルツハイマー型認知症に向き合った日々を
お話しいただきました。

「ず～っとあんき支援事業」スタートから１年が経過しました。
ず～っとあんき支援事業
●「預託金によるサービス」
●「入退院時支援サービス」
●「日常生活自立支援事業」
●「法人後見事業」

問合せ先：生活サポートセンター

☎61ｰ2525

昨年10月に、社会福祉協議会
でスタートさせた
「ず～っとあ
んき支援事業」
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
です。

詳しくはパンフレットを
ご覧ください。

職員（パート職員）募集！
！
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

社会福祉協議会では、下記の職員を募集しています。眠っている資格を
活かして社協で働いてみませんか？
明るく
みなさんからのご応募をお待ちしています。

元気な職場です！

● 介護支援専門員
● ホームヘルパー ブランクのある方
看護師（正・准）
● 障がい者相談支援専門員
● 介護スタッフ
OK ！
●

※詳しくは担当までお問い合わせください。
問合せ先

福祉用具の貸出し（無料）

総務係

☎６２-１５５５

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

●ゆずります
（8月31日現在）

Let’
s!
リサイク!
ル

•ポータブルトイレ
•バスアーム
•差し込み便器
•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）

問合せ先：生活サポートセンター

福祉リフトカーの貸出し

平成30年７月１日から平成30年８月31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

品

●可児川クラブ ●㈱平成観光 パーラーキング可児店
●東濃信用金庫 可児支店

寄
----------☎62-2525
61-2525

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

付

●清水ケ丘よつば会 青空市場
●今渡台手芸同好会

金
●公益財団法人 田口福寿会

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。

平成30年８月31日現在

●東日本大震災義援金

金額 30,044,249円 受付期間／平成31年3月31日まで

開店予定
10月

3・10・17・24日
（水）

11月

7・14・21・28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
紅茶
100円
ご利用お待ちしています

●平成28年熊本地震災害義援金
金額

3,727,131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

342,327円

受付期間／平成30年9月28日まで

●平成30年大阪府北部地震災害義援金
金額

7,225円

受付期間／平成30年９月28日まで

●平成30年7月豪雨災害義援金
（岐阜県被災者）
金額

462,088円

●平成30年7月豪雨災害義援金
金額

365,538円

受付期間／平成30年９月28日まで
受付期間／平成30年12月31日まで

社会福祉大会表彰者報告（敬称略・順不同）
可児市社会福祉協議会 会長表彰
＜公的社会福祉事業奉仕者＞
功績：多年にわたり、社会福祉の発展及び向上に尽くされました。
●佐 裕美子 ●嶋 正三
＜社会福祉事業施設及び社会福祉事業団体の役職員、職員＞
功績：多年にわたり、岐阜県身体障害者福祉協会可児支部の役員として、
障がい者福祉の増進と協会の発展のために尽くされました。
●髙井 鉃夫
＜社会福祉活動団体＞
功績：多年にわたり、ボランティア活動に取り組まれ地域福祉の向上の
ために尽くされました。
●いきいきサロン兼山 ●栄町サロン ●サロン愛愛 ●サロンひだまり
●長坂にこにこサロン ●羽生ケ丘ふれあいサロン
●鳩吹台福祉活動 事務局(100円喫茶ふるさと)
●松伏ふれあい喫茶 ●六社友の会
＜自立更生者＞
功績：障がいを克服し自立更生に努め、他の模範と認められました。
●玉木 智也
＜家族介護者＞ 功績：多年にわたり、在宅にて献身的な介護をされました。
●大倉かよ子
●小森 富生
●田口 順子
●竹中 黎子
●山下富士生 ●渡邉 正
＜寄付30年＞ 功績：多年にわたり、多額の浄財又は物品を寄せられました。
●可児市民吹奏楽団
＜寄付15年＞
●可児市立広見小学校
＜寄付10年＞
●里山若葉クラブ
＜寄付５年＞
●アンドウダンス ●可児市赤十字奉仕団 久々利分団
●可児市赤十字奉仕団 桜ケ丘分団 ●可児市赤十字奉仕団 平牧分団
●清水ケ丘よつば会 青空市場 ●ひろみダンス ●東濃信用金庫
●ユニー株式会社 ピアゴ可児店

可児市社会福祉協議会 会長感謝
功績：平成29年度に、多額の浄財又は物品を寄せられました。
●今枝 稔貴
●土屋伊都子
●今渡北民生児童委員協議会 川合支部
●今渡台手芸同好会
●可児市赤十字奉仕団
●可児市赤十字奉仕団 土田分団
●可児市立東明小学校
●かにフリーマーケットの会
●久々利ふれあい祭り実行委員会
●ＪＵ岐阜 東濃支部 可児地区
●天理教 春里分教会
●ビクター・操歌謡教室
●オークマ株式会社
●カフェレスト花泉
●サークルＫ 可児下恵土店
●中日新聞 桜ケ丘専売所
●信和工業株式会社

日本赤十字社
表彰

●白鳥 文彦･美津子
●福住 尊眞
●今渡地区センターまつり実行委員会
●一般社団法人可児医師会
●可児市赤十字奉仕団 川合分団
●可児市仏教会
●可児福音教会
●美濃加茂市社会福祉協力会
●ＫＹＢ労働組合
●公益財団法人田口福寿会
●日本特殊陶業労働組合
スパークテック東濃支部
●緑自治会
●有限会社KANI・720コンコルド720
可児皐ヶ丘店＋
●ぎふしん愛の募金事務局
●有限会社プロックス カーブス
パティオ可児店・ラスパ御嵩店

岐阜県共同募金会可児市支会 支会長表彰
＜募金20年＞ 功績：多年にわたり、多額の募金を寄せられました。
●久々利生産森林組合 ●TPR株式会社
＜募金15年＞
●有限会社可児板金工業所
●リビング市原商事有限会社

●東海ミネラル株式会社

＜募金10年＞
●岩田歯科医院
●株式会社可茂道路

●有限会社可児めん
●すみれ楽園園児・保護者

＜募金5年＞
●株式会社興亜組
●株式会社サカエ屋
●東濃建物管理株式会社
●株式会社フィルテック
●やまもと企画株式会社

●佐伯綜合建設株式会社
●千賀石油株式会社
●有限会社服部商事
●株式会社丸亀工務
●有限会社楽農楽人

岐阜県共同募金会可児市支会 支会長感謝
功績：平成２9年度に、多額の募金を寄せられました。
●大竹 正人・織恵
●大竹 満明
●日下部そよ子
●榊間美恵子
●土屋伊都子
●渡辺 英治・恵理
●株式会社アイキ
●社会福祉法人愛児会すみれ楽園
●有限会社芦苅商店
●株式会社アルミックイマイ
●市原産業株式会社
●株式会社岩城
●株式会社ウィズ・ユー
●梅村工業株式会社
●株式会社エーワンパッケージ
●株式会社エムテック
●オークマ株式会社
●オオサキメディカル株式会社
オークマグループ労働組合
東海物流センター
●有限会社奥田石材店可児営業所
●有限会社オクムラ
●有限会社奥村自動車工業
●株式会社カケフホールディングス
●加藤会計事務所
●株式会社加藤製作所
●有限会社可児エスコ
●可児化成工業株式会社
●可児金融協会
●可児市健友連合会
●可児市職員互助会
●可児市赤十字奉仕団
●可児市赤十字奉仕団 川合分団
●株式会社可児自動車学校
●可児電子印刷
●可児ライオンズクラブ
●有限会社亀谷電気商会
●有限会社カワイ地所
●川合地区社協新春劇場
●かわい幼稚園
●株式会社技研サービス
●岐阜交通株式会社東部営業所
●株式会社キング印刷紙工
●有限会社国枝塗装
●株式会社栗山組可児営業所
●株式会社ケーブルテレビ可児
●ＫＹＢロジスティクス株式会社
●ＫＹＢ株式会社
●小林工業株式会社
●有限会社宏栄電工
●サークルＫ広見店 お客様一同
●株式会社小林三之助商店
●桜ケ丘幼稚園
●有限会社佐々工業所
●株式会社サンシュー
●有限会社佐藤新聞舗
●有限会社新成産業
●歯科加藤クリニック
●信和工業株式会社
●株式会社陣屋工業
●すみれ楽園職員一同
●鈴川
●株式会社大桜産業
●株式会社清香苑
●株式会社中特
●有限会社田中新聞舗
●中部クリーン株式会社
●株式会社中濃
●東岐運輸株式会社
●有限会社中部プロパン瓦斯商会
●トーカイエンジニアリング株式会社
●東和耐火工業株式会社岐阜工場
●土田ゴルフ練習場
●トキワ幼稚園育友会
●ながせ印刷
●とまつレディースクリニック
●日本ボーイスカウト可児第１団
●日進油圧工業株式会社
●株式会社ハウジングイースト
●協同組合日本ライン花木センター
●株式会社林事務所
●株式会社橋本
●有限会社菱川農場
●株式会社樋口工務店
●株式会社ピュアウインド美空の郷
●姫治ふれあいまつり実行委員会
●広見ガス株式会社
●平牧地区社会福祉協議会
●福祉の店 くるみ
●有限会社ファインフード
●株式会社フドーテクノ
●株式会社富士ノ井
●北斗総業株式会社
●株式会社豊盛
●有限会社マツダ
●まごころ弁当 美濃太田店
●有限会社マルハ電気設備
●株式会社丸統建
●御嵩運輸有限会社
●株式会社溝口営繕
●三宅鉄工株式会社
●御嵩クレーン株式会社
●株式会社メイセイ
●株式会社三和木
●山ニ産業株式会社春里工場
●株式会社山岡興業
●横山工業株式会社
●株式会社ユニオン・オート・ワークス
●吉田整備株式会社
●吉田建設株式会社
●早稲田クリニック

＜銀色有功章＞ 功績：多年にわたり、多額の会費を寄せられました。
●株式会社アイキ ●株式会社アシスト物流 ●株式会社陣屋工業
＜表彰状＞
●有限会社可児めん ●株式会社甲山製作所 ●亀井建設株式会社
●有限会社佐々工業所 ●吉田整備株式会社
＜奉仕団金色有功章＞
●髙木久美子

●株式会社可茂道路

●株式会社ケーブルテレビ可児

功績：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。

＜奉仕団銀色有功章＞
●秋田 治代 ●大澤 憲子

●栢之間美津子
※各表彰・感謝の基準日は、平成30年４月１日としています。

「可児市災害ボランティアサポート」
可児市災害ボランティアサポートは、市内で災害が起きた際に、可児
市社会福祉協議会と連携して、被災者とボランティアをつなぐ役割を担
う
「災害ボランティアセンター」
を立ち上げ、その運営を支援することを
主な目的として、平成26年に設立しました。
毎月第４木曜日の定例会のほか、研修、講座、訓練等の企画や参加を

▲定例会の様子

通して、日々、会員のスキルアップに励んでいます。活動に関心のある
方なら、どなたでも歓迎です。ぜひ私たちと一緒に活動しましょう！
（問合せ先：地域係 ☎62-1555 ）

▲訓練の様子

今サロンあたご（愛宕）
８月２日
（木）
姫治地区の今老人憩の家にてサロンが開所しました。
開所日には２０名を超える方がお越しになり、賑やかに開催され
ました。
毎月１回、下記の通り開催されますので、お近くの方はぜひ、
お誘いあわせの上、遊びにきてください。

開催日 毎月第１木曜日
時

間 午前10時～ 11時30分

場

所 今老人憩の家

参加費 100円

赤い羽根共同募金 ご協力のお願い
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。皆さんからお寄せ
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、福祉団体等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、職場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）

可児市の目標額

16,774,000 円

●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。
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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。

