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第３期可児市地域福祉活動計画（案）　みなさまのご意見を募集します！
●応募資格：可児市在住・在勤・在学の人、市内に事業所を持つ法人・団体
●提出方法：件名、意見、氏名、住所、連絡先をご記入のうえ、直接持参するか、郵送・ファクス・
　　　　　　メールのいずれかの方法で市社協へ提出
●資料の閲覧場所：可児市社会福祉協議会窓口・ホームページ及び各連絡所
●募集締切：平成３１年２月１２日（火）まで
●その他：提出いただきましたご意見と検討結果は、市社協ホームページなどで公表します
　　　　　（氏名、住所などは公表しません）

～始めてみよう！災害ボランティア～
『災害ボランティア入門講座』

関市での災害ボランティア活動の様子

　一般社団法人ピースボード災害ボランティアセンターを講師に迎え、災害ボランティアに関する一般知識、
被災地での注意すべきケガや病気、出発前から活動後までの心構えについて学ぶ講座です。
　災害が起きたとき、あなたの力を人のために活かすために、「災害ボランティア活動」について学んでみませんか？

平成３１年２月２４日（日）午前１０時～午後３時４５分
災害ボランティア活動について
可児市福祉センター　２階視聴覚室
５００円（テキスト代）
可児市在住・在勤・在学の方
３０名（先着）
平成３１年２月５日（火）～ 2月18日（月）

日　時
内　容
場　所
参加費
対象者
定　員
申込期間

KANI SHAKYO KOKORON

　サロン可児川は可児市健友連合会主催の60歳以上のお一人暮らしの方が交流されるサロン
です。コーヒーやお茶をいただきながら体操やカラオケ、勉強会
など様々なイベントを開催しています。
　市内在住ならどなたでもお気軽に参加ください。

　平成４年に結成し、現在は市内の施設やサロン・地区セン
ターなど様々な場所で活動されています。
　三味線・ハーモニカ・ギター・ウクレレ・篠笛・鍵盤ハー
モニカ・アルトサックスなどの楽器演奏の他、軽体操・手品な
ど参加者が一緒に楽しめるような参加型のボランティアを行っ
ています。

　じょんがらクラブ

ボランティア紹介

サロン可児川

今渡多世代サロン

開催日
時　間
場　所
参加費

毎月第３火曜日
午前10時～ 11時30分
老人福祉センター可児川苑
100円

開催日
時　間
場　所
参加費

毎月第2・4火曜日
午後1時30分～午後4時
今渡地区センター
無料

サロン紹介

　今渡多世代サロンは今渡地区社協主催のサロンで、赤ちゃんから高齢者まで、どなたでも来て
いただけます。サロンの始めと終わりにはみんなで体操を行い、他の時間は絵手紙やパソコンな
ど、自由に過ごしています。最後の30分はみんなで輪になっ
てお茶やお菓子をいただき、話に花が咲きます。おしゃべり
がしたいだけという方も大歓迎です。ぜひあなたの元気な顔
を見せに来てください♪

『サロンボランティア講座』
　地域で気軽に集まっておしゃべりするふれあい・いきいきサロンの普及を目的に開催します。サロンとは、
ボランティアにより運営されており、定期的な開催で予定が立てやすく、誰でも取り組みやすい地域福祉活
動です。ぜひ、みなさまのご参加をお待ちしております！

平成３１年３月１２日（火）午前１０時～午後３時
高齢者への接し方のワンポイント！
普段も役立つ！日本茶の美味しい入れ方♪　ほか
可児市福祉センター　２階視聴覚室　 　　　　２０名（先着）
無料　　　　　 ２月８日（金）～

日　時
内　容

場　所 定　員
参加費 申込期間

※このコーナーは、ボランティア連絡協議会に加盟されている団体を順次紹介しています。

可児市社会福祉協議会　☎６２－１５５５　ファクス６２－５３４２　Ｅメール：kanishisyakyo@crux.ocn.ne.jp申込先
氏名、年齢、住所、電話番号を電話・ファクス・Ｅメールのいずれかの方法で下記（申込先）までご連絡下さい。申込方法

講座開催のお知らせ



知っておこう！「成年後見制度」その②

　生命保険協会岐阜県協会から地域福祉推進のための軽自動車１台を寄贈いただきました。
　同協会は県内の生命保険会社20社が加盟し、「地域の社会福祉に役立ててほしい」と会員
各社の職員による寄付で毎年車輌の寄贈活動を行っています。この活動は今年で27回目と
なり通算75台になりました。
　12月4日に岐阜県福祉・農業会館で寄贈式があり、当協議会が受贈させていただきました。

　成年後見制度は，大きく分けると，「法定後見制度」と「任意後見制度」の２つがあります。
法定後見制度
　●法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に利用するものです。
　●本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の３つの類型に区分されます。
　●家庭裁判所に申立てを行い、適任と思われる支援者（成年後見人等）が選任されます。
任意後見制度
　●任意後見制度は、判断能力が不十分になった時に、希望する財産管理・身上監護の内容を判断能力があるうちに信頼できる

人に依頼します。
　●手続きは、公証役場で公証人の立ち会いのもと行います。
　●判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されてから

任意後見人の仕事が始まります。

生命保険協会岐阜県協会より車輌を受贈

心配ごと相談
司法書士と民生児童委員が、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。

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31年1月15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。

30,046,349円

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31年3月29日まで342,327円

受付期間／平成30年12月31日まで
●平成30年7月豪雨災害義援金

475,421円

金額

金額

金額

金額

受付期間／平成31年3月31日まで
●平成30年北海道胆振東部地震災害義援金

126,289円金額

問合せ先：生活サポートセンター　☎61-2525

●ゆずります（1月15日現在）
•バスアーム
•紙おむつ（未開封）
•尿取りパッド（未開封）　

•車イス
•リクライニング式車イス
•ポータブルトイレ

福祉用具の

職員（パート職員）募集！！

● 介護スタッフ　　 　● ホームヘルパー　
● 知的障がい者施設の作業補助及び指導

　当協議会では、下記の職員を募集しています。
私たちと一緒に働いてみませんか？
　みなさまからのご応募をお待ちしています。

※詳しくは担当までお問い合わせください。

問合せ先 ☎６２-１５５５（担当：総務係）

明るく
元気な職場です！
ブランクのある方

OK！ 2月
 6．13．20．27日（水）
3月
 6．13．20日（水）

※都合により、予定が変更になる
場合もあります。

 午後2時～午後3時
 福祉センター 1階ロビー

開店予定

クッキー各種
100円～ 200円

コーヒー　　

紅茶

ご利用お待ちしています

100円

100円

MENU

♥手作りクッキーと
　　　おいしいコーヒーでホッとひといき♥

　平成30年11月１日から平成31年１月15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）

●玉置すゞ子
●一般社団法人生命保険協会 岐阜県協会
●㈱平成観光 パーラーキング可児店

●公明党 可児支部
●関西電力㈱今渡水力センター

●洞窟まつりの会
●兼山地区センターまつり実行委員会
●馬場富美江
●梅田きし
●今渡北民生児童委員協議会 川合支部
●川合地区社会福祉協議会
●可児市赤十字奉仕団 久々利分団
●可児市赤十字奉仕団 川合分団
●可児市赤十字奉仕団 土田分団
●可児市赤十字奉仕団 桜ケ丘分団

●広見ダンス
●今枝稔貴
●可児市赤十字奉仕団
●かにフリーマーケットの会
●可児市仏教会
●白鳥文彦・美津子
●カフェレスト花泉
●ユニー㈱ピアゴ可児店
●吉田整備㈱

物　　　品

寄　付　金

日赤会費にご協力いただきありがとうございました
　平成30年度の会員募集に、温かいご理解・ご協力をいただき、ありがとうございました。みなさまからお寄せ
いただいた日赤会費は、国内外での災害支援活動、赤十字の医療活動、献血活動などに使わせていただいています。                                               
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  平成30年度日赤会費（平成30年12月28日現在）

総額 11,954,144円   ●協力会費 10,739,144円   ●法人会費（111件） 1,215,000円

法定後見制度と任意後見制度

終
了

2口以上の法人 可児金融協会㈱ 歯科加藤クリニック ㈱橋本

㈱キング印刷紙工 可児自動車学校 四季の味 鈴川 ㈲服部商事

ＫＹＢ㈱（岐阜北工場） ㈲可児板金工業所 ㈱新興設備 花フェスタ記念公園運営管理グループ

㈱陣屋工業 ㈲可児めん ㈲新成産業 ㈱樋口工務店

㈱アイキ ㈱甲山製作所 信和工業㈱ ㈲菱川農場

(福)愛児会すみれ楽園 亀井建設㈱ 千賀石油㈱ ㈱ピュアウインド美空の郷

㈱青山製作所製造本部可児工場 ㈲亀谷電気商会 ㈱大桜産業 広見ガス㈱

㈲芦苅商店 ㈱可茂道路 大洋電機㈱可児工場 ㈲ファインフード

市原産業㈱ ㈲カワイ地所 ㈲田中新聞舗　 ㈱フィルテック

㈱岩城 岐阜交通東部㈱ ㈱中特 ㈱富士ノ井

岩田歯科医院 ㈲岐阜緑園 ㈱中濃 ㈱フドーテクノ

梅村工業㈱ (福)協助会春里苑 中部クリーン㈱ 北斗総業㈱

㈱ウィズ・ユー 久々利生産森林組合 ㈲中部プロパン瓦斯商会 ㈲マツダ

ウルオス㈱ ㈲国枝塗装 中部リケン㈱ ㈲マルハ電気設備

㈱エーワンパッケージ ㈱ケーブルテレビ可児 ㈱ＤＫＳ ㈱溝口営繕

MKトランスポート㈱可児営業所 ＫＹＢロジスティクス㈱ ＴＰＲ㈱岐阜工場 御嵩運輸㈲

㈱エムテック 小池土木㈱ トーカイエンジニアリング㈱ 御嵩クレーン㈱

オオサキメディカル東海物流センター ㈱興亜組 東海ミネラル㈱ 三宅鉄工㈱

(福)大森福祉会 九重産業㈱ 東岐運輸㈱ ㈱ミリオン建設

㈲奥田石材店可児営業所 ㈱コダマサービス 東濃建物管理㈱ 山ニ産業㈱春里工場

㈲オクムラ 小林工業㈱ ㈱東陽ワーク やまもと企画㈱

㈲奥村自動車工業 ㈱小林三之助商店 東和耐火工業㈱岐阜工場 ㈱ユーテック

㈱カケフホールディングス 佐伯綜合建設㈱ 徳田工業㈱可児工場 横山工業㈱

加藤会計事務所可児事務所 ㈱サカエ屋 とまつレディースクリニック 吉田建設㈱

㈱加藤技研 さくら歯科医院 日進油圧工業㈱ 吉田整備㈱

㈱加藤製作所 ㈲佐藤新聞舗 (協)日本ライン花木センター ㈲楽農楽人

㈲可児エスコ ㈱サンケイサポート ㈱庭萬 リビング市原商事㈲

可児化成工業㈱ ㈱サンシュー ㈱ハウジングイースト 早稲田クリニック

地区名 件数 金　額 地区名 件数 金　額 地区名 件数 金　額
今　渡 1,293 646,500 春　里 1,452 726,000 広見東 570 285,000
川　合 885 442,500 姫　治 943 471,500 広　見 1,765 882,500
下恵土 1,798 899,000 平　牧 2,421 1,210,500 中恵土 599 299,500
土　田 1,491 745,500 桜ケ丘ハイツ 1,964 982,000 兼　山 393 223,500
帷　子 5,388 2,694,144 久々利 462 231,000 合　計 21,424 10,739,144

●法人会費（順不同・敬称略）

●協力会費



知っておこう！「成年後見制度」その②

　生命保険協会岐阜県協会から地域福祉推進のための軽自動車１台を寄贈いただきました。
　同協会は県内の生命保険会社20社が加盟し、「地域の社会福祉に役立ててほしい」と会員
各社の職員による寄付で毎年車輌の寄贈活動を行っています。この活動は今年で27回目と
なり通算75台になりました。
　12月4日に岐阜県福祉・農業会館で寄贈式があり、当協議会が受贈させていただきました。

　成年後見制度は，大きく分けると，「法定後見制度」と「任意後見制度」の２つがあります。
法定後見制度
　●法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に利用するものです。
　●本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の３つの類型に区分されます。
　●家庭裁判所に申立てを行い、適任と思われる支援者（成年後見人等）が選任されます。
任意後見制度
　●任意後見制度は、判断能力が不十分になった時に、希望する財産管理・身上監護の内容を判断能力があるうちに信頼できる

人に依頼します。
　●手続きは、公証役場で公証人の立ち会いのもと行います。
　●判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されてから

任意後見人の仕事が始まります。

生命保険協会岐阜県協会より車輌を受贈

心配ごと相談
司法書士と民生児童委員が、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。

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31年1月15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。

30,046,349円

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31年3月29日まで342,327円

受付期間／平成30年12月31日まで
●平成30年7月豪雨災害義援金

475,421円

金額

金額

金額

金額

受付期間／平成31年3月31日まで
●平成30年北海道胆振東部地震災害義援金

126,289円金額

問合せ先：生活サポートセンター　☎61-2525

●ゆずります（1月15日現在）
•バスアーム
•紙おむつ（未開封）
•尿取りパッド（未開封）　

•車イス
•リクライニング式車イス
•ポータブルトイレ

福祉用具の

職員（パート職員）募集！！

● 介護スタッフ　　 　● ホームヘルパー　
● 知的障がい者施設の作業補助及び指導

　当協議会では、下記の職員を募集しています。
私たちと一緒に働いてみませんか？
　みなさまからのご応募をお待ちしています。

※詳しくは担当までお問い合わせください。

問合せ先 ☎６２-１５５５（担当：総務係）

明るく
元気な職場です！
ブランクのある方

OK！ 2月
 6．13．20．27日（水）
3月
 6．13．20日（水）

※都合により、予定が変更になる
場合もあります。

 午後2時～午後3時
 福祉センター 1階ロビー

開店予定

クッキー各種
100円～ 200円

コーヒー　　

紅茶

ご利用お待ちしています

100円

100円

MENU

♥手作りクッキーと
　　　おいしいコーヒーでホッとひといき♥

　平成30年11月１日から平成31年１月15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）

●玉置すゞ子
●一般社団法人生命保険協会 岐阜県協会
●㈱平成観光 パーラーキング可児店

●公明党 可児支部
●関西電力㈱今渡水力センター

●洞窟まつりの会
●兼山地区センターまつり実行委員会
●馬場富美江
●梅田きし
●今渡北民生児童委員協議会 川合支部
●川合地区社会福祉協議会
●可児市赤十字奉仕団 久々利分団
●可児市赤十字奉仕団 川合分団
●可児市赤十字奉仕団 土田分団
●可児市赤十字奉仕団 桜ケ丘分団

●広見ダンス
●今枝稔貴
●可児市赤十字奉仕団
●かにフリーマーケットの会
●可児市仏教会
●白鳥文彦・美津子
●カフェレスト花泉
●ユニー㈱ピアゴ可児店
●吉田整備㈱

物　　　品

寄　付　金

日赤会費にご協力いただきありがとうございました
　平成30年度の会員募集に、温かいご理解・ご協力をいただき、ありがとうございました。みなさまからお寄せ
いただいた日赤会費は、国内外での災害支援活動、赤十字の医療活動、献血活動などに使わせていただいています。                                               
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  平成30年度日赤会費（平成30年12月28日現在）

総額 11,954,144円   ●協力会費 10,739,144円   ●法人会費（111件） 1,215,000円

法定後見制度と任意後見制度

終
了

2口以上の法人 可児金融協会㈱ 歯科加藤クリニック ㈱橋本

㈱キング印刷紙工 可児自動車学校 四季の味 鈴川 ㈲服部商事

ＫＹＢ㈱（岐阜北工場） ㈲可児板金工業所 ㈱新興設備 花フェスタ記念公園運営管理グループ

㈱陣屋工業 ㈲可児めん ㈲新成産業 ㈱樋口工務店

㈱アイキ ㈱甲山製作所 信和工業㈱ ㈲菱川農場

(福)愛児会すみれ楽園 亀井建設㈱ 千賀石油㈱ ㈱ピュアウインド美空の郷

㈱青山製作所製造本部可児工場 ㈲亀谷電気商会 ㈱大桜産業 広見ガス㈱

㈲芦苅商店 ㈱可茂道路 大洋電機㈱可児工場 ㈲ファインフード

市原産業㈱ ㈲カワイ地所 ㈲田中新聞舗　 ㈱フィルテック

㈱岩城 岐阜交通東部㈱ ㈱中特 ㈱富士ノ井

岩田歯科医院 ㈲岐阜緑園 ㈱中濃 ㈱フドーテクノ

梅村工業㈱ (福)協助会春里苑 中部クリーン㈱ 北斗総業㈱

㈱ウィズ・ユー 久々利生産森林組合 ㈲中部プロパン瓦斯商会 ㈲マツダ

ウルオス㈱ ㈲国枝塗装 中部リケン㈱ ㈲マルハ電気設備

㈱エーワンパッケージ ㈱ケーブルテレビ可児 ㈱ＤＫＳ ㈱溝口営繕

MKトランスポート㈱可児営業所 ＫＹＢロジスティクス㈱ ＴＰＲ㈱岐阜工場 御嵩運輸㈲

㈱エムテック 小池土木㈱ トーカイエンジニアリング㈱ 御嵩クレーン㈱

オオサキメディカル東海物流センター ㈱興亜組 東海ミネラル㈱ 三宅鉄工㈱

(福)大森福祉会 九重産業㈱ 東岐運輸㈱ ㈱ミリオン建設

㈲奥田石材店可児営業所 ㈱コダマサービス 東濃建物管理㈱ 山ニ産業㈱春里工場

㈲オクムラ 小林工業㈱ ㈱東陽ワーク やまもと企画㈱

㈲奥村自動車工業 ㈱小林三之助商店 東和耐火工業㈱岐阜工場 ㈱ユーテック

㈱カケフホールディングス 佐伯綜合建設㈱ 徳田工業㈱可児工場 横山工業㈱

加藤会計事務所可児事務所 ㈱サカエ屋 とまつレディースクリニック 吉田建設㈱

㈱加藤技研 さくら歯科医院 日進油圧工業㈱ 吉田整備㈱

㈱加藤製作所 ㈲佐藤新聞舗 (協)日本ライン花木センター ㈲楽農楽人

㈲可児エスコ ㈱サンケイサポート ㈱庭萬 リビング市原商事㈲

可児化成工業㈱ ㈱サンシュー ㈱ハウジングイースト 早稲田クリニック

地区名 件数 金　額 地区名 件数 金　額 地区名 件数 金　額
今　渡 1,293 646,500 春　里 1,452 726,000 広見東 570 285,000
川　合 885 442,500 姫　治 943 471,500 広　見 1,765 882,500
下恵土 1,798 899,000 平　牧 2,421 1,210,500 中恵土 599 299,500
土　田 1,491 745,500 桜ケ丘ハイツ 1,964 982,000 兼　山 393 223,500
帷　子 5,388 2,694,144 久々利 462 231,000 合　計 21,424 10,739,144

●法人会費（順不同・敬称略）

●協力会費



●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

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」

第３期可児市地域福祉活動計画（案）　みなさまのご意見を募集します！
●応募資格：可児市在住・在勤・在学の人、市内に事業所を持つ法人・団体
●提出方法：件名、意見、氏名、住所、連絡先をご記入のうえ、直接持参するか、郵送・ファクス・
　　　　　　メールのいずれかの方法で市社協へ提出
●資料の閲覧場所：可児市社会福祉協議会窓口・ホームページ及び各連絡所
●募集締切：平成３１年２月１２日（火）まで
●その他：提出いただきましたご意見と検討結果は、市社協ホームページなどで公表します
　　　　　（氏名、住所などは公表しません）

～始めてみよう！災害ボランティア～
『災害ボランティア入門講座』

関市での災害ボランティア活動の様子

　一般社団法人ピースボード災害ボランティアセンターを講師に迎え、災害ボランティアに関する一般知識、
被災地での注意すべきケガや病気、出発前から活動後までの心構えについて学ぶ講座です。
　災害が起きたとき、あなたの力を人のために活かすために、「災害ボランティア活動」について学んでみませんか？

平成３１年２月２４日（日）午前１０時～午後３時４５分
災害ボランティア活動について
可児市福祉センター　２階視聴覚室
５００円（テキスト代）
可児市在住・在勤・在学の方
３０名（先着）
平成３１年２月５日（火）～ 2月18日（月）

日　時
内　容
場　所
参加費
対象者
定　員
申込期間

KANI SHAKYO KOKORON

　サロン可児川は可児市健友連合会主催の60歳以上のお一人暮らしの方が交流されるサロン
です。コーヒーやお茶をいただきながら体操やカラオケ、勉強会
など様々なイベントを開催しています。
　市内在住ならどなたでもお気軽に参加ください。

　平成４年に結成し、現在は市内の施設やサロン・地区セン
ターなど様々な場所で活動されています。
　三味線・ハーモニカ・ギター・ウクレレ・篠笛・鍵盤ハー
モニカ・アルトサックスなどの楽器演奏の他、軽体操・手品な
ど参加者が一緒に楽しめるような参加型のボランティアを行っ
ています。

　じょんがらクラブ

ボランティア紹介

サロン可児川

今渡多世代サロン

開催日
時　間
場　所
参加費

毎月第３火曜日
午前10時～ 11時30分
老人福祉センター可児川苑
100円

開催日
時　間
場　所
参加費

毎月第2・4火曜日
午後1時30分～午後4時
今渡地区センター
無料

サロン紹介

　今渡多世代サロンは今渡地区社協主催のサロンで、赤ちゃんから高齢者まで、どなたでも来て
いただけます。サロンの始めと終わりにはみんなで体操を行い、他の時間は絵手紙やパソコンな
ど、自由に過ごしています。最後の30分はみんなで輪になっ
てお茶やお菓子をいただき、話に花が咲きます。おしゃべり
がしたいだけという方も大歓迎です。ぜひあなたの元気な顔
を見せに来てください♪

『サロンボランティア講座』
　地域で気軽に集まっておしゃべりするふれあい・いきいきサロンの普及を目的に開催します。サロンとは、
ボランティアにより運営されており、定期的な開催で予定が立てやすく、誰でも取り組みやすい地域福祉活
動です。ぜひ、みなさまのご参加をお待ちしております！

平成３１年３月１２日（火）午前１０時～午後３時
高齢者への接し方のワンポイント！
普段も役立つ！日本茶の美味しい入れ方♪　ほか
可児市福祉センター　２階視聴覚室　 　　　　２０名（先着）
無料　　　　　 ２月８日（金）～

日　時
内　容

場　所 定　員
参加費 申込期間

※このコーナーは、ボランティア連絡協議会に加盟されている団体を順次紹介しています。

可児市社会福祉協議会　☎６２－１５５５　ファクス６２－５３４２　Ｅメール：kanishisyakyo@crux.ocn.ne.jp申込先
氏名、年齢、住所、電話番号を電話・ファクス・Ｅメールのいずれかの方法で下記（申込先）までご連絡下さい。申込方法

講座開催のお知らせ


