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日赤会費にご協力いただきありがとうございました

　春里地区センターにて、サロン「わらしべ」が3月よりオープンいたしました。
　子どもからお年寄りまでどなたでも気軽に参加できる場所として、歌や手遊び、
法話や落語など様々なイベントを企画しています。
　春里地区に限らず、他地区の方もぜひご参加ください！
開催日
時　間

場　所
参加費

毎月第４木曜日
午前９時１５分～１０時４５分

春里地区センター
300円

●ふれあい・いきいきサロン普及助成金

　赤い羽根まちづくり活動助成金は、赤い羽根共同募金の配分を活用し、ふれあいいきいきサロンや地域交流イベントなど
を通じ、支え合いの地域づくりを促進する助成金です。

定期的に集う機会を設け、閉じこもり予防や心身の健康維持に関する活動に助成します。
●市や地区社協から助成を受けていないこと
●月1回程度定期的に開催し、対象者が概ね5人以上

●地域交流や福祉サービスの立ち上げ等に助成します。
●誰でも参加でき、対象者が概ね10人以上

　社会福祉協議会は、市町村に1か所ずつ設置されており、公的サービスの提供の他、行政機関や市民、事業者と協働し、市民が地域
を支え合う地域福祉を推進する団体です。平成３０年度には、第３期地域福祉活動計画を策定し、「私もつくるみんなで支える安気
なまち可児」をスローガンに、地域福祉の推進に取り組んでいます。近年では特に災害時のボランティア活動に力を入れています。
　これらの活動の財源として各世帯に500円、法人に10,000円の会費の協力をお願いしています。ご理解とご協力をたまわります
ようお願い申し上げます。

みなさまの会費が地域福祉を支えます

≪サロン立上げ支援≫
●開設で困った時は、職員が一

緒に関わり、助言や他の活動
を紹介するなど立ち上げを手
伝います。

●備品の購入費を助成します。

≪運営の支援≫
●研修会を開き、レクリエーショ

ンなど実践で役立つ内容を紹
介します。

●運営費を助成します。

≪平成３０年度研修会内容≫
第１回　食中毒予防講座
第２回　音楽療法講座
第３回　サロン交流会
第４回　小物づくり

●ふれあい・いきいきサロンへの支援

●「可児市災害ボランティアサポート」への支援
　災害ボランティア入門講座の
受講生や有志で組織された「可児
市災害ボランティアサポート」と
協働で定例会やイベントに参加
しノウハウを蓄積し、有事に備
えています。

●災害ボランティア入門講座
　災害復旧活動に訪れた災害ボ
ランティアが円滑に支援活動を
進められるように、災害ボラン
ティアに関する講座を開催してい
ます。

●災害ボランティア活動の強化

法人会費（順不同・敬称略） 　平成３０年１２月２９日から平成３１年１月３１日

（有）佐藤新聞舗　　　　　　　　　　　（有）カワイ地所　　　　　　　　　 　　 （株）サンシュー
（税）加藤会計事務所可児事務所　　　　ＭＫトランスポート（株）可児営業所　　　　丸重産業（株）
岐阜交通東部（株）　　　　　　　 　　 まごころ弁当美濃太田店

●福祉のまちづくり助成金

サロン「わらしべ」

赤い羽根まちづくり活動助成金

サロン
紹介

ボランティア
紹介

助成対象

年間30,000円以内助成額

●事業費の90％（上限20,000円）
●1団体につき年間２回まで助成額

助成対象

助成条件

助成条件

平成31年１月16日から平成31年2月28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）

●可児市立今渡南小学校　　●可児市立広見小学校
●㈲プロックス　カーブスパティオ可児店
●可児市生活学校

物　　　品

●JU岐阜　東濃支部　可児地区　
寄　付　金

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31年2月28日現在
●東日本大震災義援金

受付期間／平成32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32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
受付期間／平成31年９月30日まで

金額30,046,349円

金額3,727,131円

金額148,462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日まで金額342,327円

焼き菓子の詰合せ「ふるさと小町」を新発売！！

●福祉協力校（園）の指定、福祉授業の開催

●夏休みに小学生の高学年を対象
に福祉に関する講座を開催して
います。平成30年度は、介助犬
や盲導犬とふれあう体験を通じ
て、その役割を学びました。

●福祉ドキドキ・わくわく体験

●介護保険など公的なサービスを利用できない方に、車いす
やポータブルトイレなどの、福祉用具を短期間（1か月
以内）貸出します。

●福祉用具を無料で貸出します

●預託金によるサービス（死後事務委任等）
　事前に契約の上、預託金を預かることにより、万が一

の際の葬儀や家財処分などのサービスを実施します。
●入退院時支援サービス
　事前に契約の上、入退院時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。

●ず～っとあんき事業

●市内各校・園を福祉協力校とし
て指定し、開催する福祉教育活
動に対し助成をしています。

※指定数：保育園・幼稚園16園、
小学校12校、中学校６校、高
等学校３校

●「車いす」「ガイドヘルプ」「高齢者疑似体験」等福祉体験
の実施や福祉に関する講話等を行い、福祉授業への支
援をしています。

人と人との交流を通じて地域交流を深め、地域の絆を強くすることを目的とした活動
に助成します。

　ふれあいの里可児では、可児市の農産物を使用した焼き菓子の詰合せを
製造販売しています。
　可児市産の米や大豆を使用し無添加で製造した手作り味噌をバターク
リームに入れた「味噌ラスク」。味噌の香ばしさが
美味しいラスクです。可児茶を練りこんだごまス
ティックは、素朴な味わいでほうじ茶味と緑茶味
の2種類があります。味噌ラスクとごまスティック
の詰合せ「ふるさと小町」を1箱800円で販売して
います。
　ちょっとしたお土産にもおやつにも最適です。ぜひ、
ご賞味ください。

　昭和52年創立以来、小学生を対象に16㎜フィルム等の映画の上映を行っ
てきました。最近では児童のみならず、高齢者を対象にした映画会も開催して
います。また市からの要請で可児市成人式の模様を
ビデオ撮影し、You Tubeで閲覧できるような作業も
行っています。
　その他、ボランティアグループの活動記録の撮影、
郷土に根ざした作品作りを行うなどして、県のコン
クールにも県知事賞をはじめ、多数入賞をしています。

歌って笑って
楽しく指体操

可児市社会教育視聴覚協議会

良い映画を見る会（児童対象映画会）の様子

※利用できる方や料金等、詳細につきましては、お問い合わせください。



みなさまからの会費が地域福祉を支えています赤い羽根共同募金にご協力ありがとうございました
　赤い羽根共同募金の期間中は、みなさまからの温かいご支援をいただき、誠にありがとうございました。
　平成30年度赤い羽根共同募金　16,673,706円（平成31年1月31日現在）　（順不同・敬称略）

　平成30年度の社協会費募集にあたり、みなさまからご理解・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会費は、社会福祉協議会が取り組む地域福祉活動、高齢者や障がい者のための
福祉活動、各地域で実施する福祉活動などに使わせていただきます。　　　　　　　　　平成31年2月28日現在

総額　１２，００７，０４４円   ●一般会費　１０，５５７，０４４円　 ●法人会費（１３３件）　１，４５０，０００円

㈱キング印刷紙工 ㈱甲山製作所 ㈱大桜産業 藤掛病院
㈲佐々工業所 亀井建設㈱ ㈲田中新聞舗 ㈱富士ノ井
㈱陣屋工業 ㈲亀谷電気商会 中央電子光学㈱廣見支店 ㈱豊盛
原田シール技研㈱ ㈱可茂道路 ㈱中特 北斗総業㈱
㈱アイキ ㈲カワイ地所 ㈱中濃 ㈲本田電気
(福)愛児会すみれ楽園 ㈱技研サービス ㈲中濃電工社可児営業所 まごころ弁当美濃太田店
㈱アクティブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(協組)岐阜県可児工業団地管理センター 中部クリーン㈱ ㈲マツダ
㈱アルフハウジング 岐阜交通東部㈱ ㈲中部プロパン瓦斯商会 ㈱丸亀工務
市原産業㈱ ㈲岐阜緑園 ＴＰＲ㈱岐阜工場 ㈱丸喜
伊藤矯正歯科医院 (福)協助会春里苑 テクノタカギ㈱ 丸重産業㈱
今井内科 久々利生産森林組合 ㈱トイファクトリー ㈱丸統建
岩田歯科医院 ㈲国枝塗装 東海ミネラル㈱可児工場 ㈲マルハ電気設備
㈱ウィズ・ユー ㈱クラウン・パッケージ 東岐運輸㈱ ㈱丸光イトウ
梅田建設㈱ ㈱栗山組可児営業所 ㈱東濃サービス ㈱溝口営繕
梅村工業㈱ ＫＹＢ㈱岐阜北工場 東濃建物管理㈱ 御嵩運輸㈲
ウルオス㈱ ＫＹＢロジスティクス㈱ 東和耐火工業㈱岐阜工場 美濃エンジニアリング㈱
㈱エーワンパッケージ ㈱ケーブルテレビ可児 トーカイエンジニアリング㈱ 三宅鉄工㈱
ＭＫトランスポート㈱可児営業所 ㈱興亜組岐阜事業所 徳田工業㈱可児工場 ミューズ建設㈱可児支店
㈱エムテック ㈱コダマサービス とまつレディースクリニック ㈱三和木
オオサキメディカル㈱東海物流センター ㈱後藤孵卵場姫研究所 ㈱中川 めぐみの農業協同組合
(福)大森福祉会 小林工業㈱ (協組)日本ライン花木センター ㈱山岡興業
㈲奥田石材店可児営業所 ㈱小林三之助商店 ㈱日本陸送岐阜営業所 山二産業㈱春里工場
㈲奥村自動車工業 佐伯綜合建設㈱ ㈱濃飛葬祭 やまもと企画㈱
㈱カケフホールディングス ㈱サカエ屋 ㈱橋本 ㈲ユニオン・オート・ワークス
(税)加藤会計事務所可児事務所 ㈲佐藤新聞舗 東可児病院 横山工業㈱
㈲加藤技研 ㈱サンシュー ㈱樋口工務店 吉田建設㈱
㈱加藤製作所 歯科加藤クリニック ㈲菱川農場 吉田整備㈱
カトー自動車工業㈱ 四季の味　鈴川 ㈱日比野スポーツ ㈲楽農楽人　　　　　　　　　　　　
可児化成工業㈱ ㈱新興設備 ㈲一二三堂 リビング市原商事㈲
可児金融協会 ㈲新成産業 ㈱ピュアウインド美空の郷 緑研㈱　　　　　　　　　　　　　
㈱可児自動車学校 信和工業㈱ 広見ガス㈱ 早稲田クリニック
㈲可児板金工業所 ㈱清香苑 ㈲ファインフード
㈲可児めん 西濃急送㈱ ㈱フィルテック
㈱カネサン 千賀石油㈱ ㈱福電事業

●法人会費（順不同・敬称略） …2口以上の法人

地　区 会員数（件） 金額（円） 地　区 会員数（件） 金額（円） 地　区 会員数（件） 金額（円）
今　渡 1,384 646,500 春　里 1,633 749,000 広見東 584 291,500 
川　合 895 442,500 姫　治 966 470,500 広　見 1,789 882,500 
下恵土 1,856 898,500 平　牧 2,933 1,389,500 中恵土 711 310,500 
土　田 1,504 715,500 桜ケ丘ハイツ 3,164 992,000 兼　山 459 202,500 
帷　子 6,885 2,334,544 久々利 469 231,500 合　計 25,232 10,557,044 

●一般会費

トキワ幼稚園育友会 桜ケ丘幼稚園

可児市立西可児中学校 かわい幼稚園

すみれ楽園園児・保護者

大竹正人・織恵 千田　和彦 匿名希望（4名）

大竹満明 土屋　伊都子

日下部そよ子 渡辺　英治・恵理

可児市職員互助会

オークマ㈱

すみれ楽園職員一同

ボーイスカウト可児第１団

今渡食堂 ギフトギャラリーすぎもと ＴＪ天気予報 福祉の店くるみ
かさ家 ＫＹＢ岐阜生活協同組合 東濃信用金庫可児支店　 丸幸モータース
カフェレスト花泉 JA めぐみのファーマーズマーケットとれったひろば 東濃信用金庫下恵土支店　 萬楽らーめん
かまど可児店 社会就労センターけやき可児 ネオプライムヒグチ 美濃の郷　
可茂学園分場麦の丘 スーパーセンターオークワ可児坂戸店 パレマルシェ西可児店 湯の華アイランド
カラオケ喫茶赤とんぼ スーパーセンターオークワ可児御嵩インター店 日比野スポーツ リビング市原商事㈲
喫茶菜菜 関辻屋 ㈲一二三堂

●協力店から

（一社）可児医師会 可児市福祉センター 下恵土連絡所 広見連絡所
今渡連絡所　　 可児商工会議所 土田連絡所 ふれあいの里可児
帷子連絡所 可児市立図書館 中恵土連絡所 老人福祉センター可児川苑
可児郷土歴史館 可児とうのう病院 春里連絡所　 老人福祉センター福寿苑
可児市社会福祉協議会 兼山連絡所　 ハローワークプラザ可児 老人福祉センターやすらぎ館
可児市勤労者総合福祉センターＬポート可児 川合連絡所　 姫治連絡所 わくわく体験館
可児市障がい者支援センターハーモニー 久々利連絡所 平牧連絡所

（公社）シルバー人材センター 桜ケ丘連絡所 広見東連絡所　

●公共施設等から

可児市赤十字奉仕団 羽生ヶ丘絆の会 可児ライオンズクラブ 平牧地区センターまつり
可児市赤十字奉仕団川合分団 羽生ヶ丘自治会 可児市健友連合会 姫治公民館まつり実行委員会

サロンフラワー 可児市民生児童委員連絡協議会 なかえーど秋祭り

●団体から

今　渡 776,700 帷　子 4,155,000 桜ケ丘ハイツ 993,909 中恵土 452,400 
川　合 532,800 春　里 924,500 久々利 278,400 兼　山 261,600 
下恵土 1,090,200 姫　治 558,600 広見東 351,600 合　計 13,655,489 
土　田 856,200 平　牧 1,360,980 広　見 1,062,600 

●市民のみなさまから

●個人から ●学校から ●職域から

●街頭募金を実施していただきました

…2口以上の法人
㈱陣屋工業 (有)亀谷電気商会 中央電子光学㈱廣見支店 ㈱フドーテクノ
(有)佐々工業所 ㈱可茂道路 ㈱中特 ㈱プリオリ
ながせ印刷 (有)カワイ地所 ㈱中濃 ㈱文晶堂
㈱キング印刷紙工 ㈱技研サービス 中部クリーン㈱ ㈱豊盛
㈱アイキ 岐阜交通東部㈱ (有)中部プロパン瓦斯商会 北斗総業㈱
(福)愛児会すみれ楽園 久々利生産森林組合 ＴＰＲ㈱岐阜工場 まごころ弁当美濃太田店
㈱青山製作所可児工場 (有)国枝塗装 東海ミネラル㈱可児工場 (有)マツダ
(有)芦苅商店 ㈱栗山組可児営業所 東岐運輸㈱ ㈱丸亀工務
㈱アシスト物流 ㈱ケーブルテレビ可児 ㈱東濃サービス 丸重産業㈱
市原産業㈱ ＫＹＢ㈱岐阜北工場 東濃建物管理㈱ ㈱丸統建
岩田歯科医院 ＫＹＢ ロジスティクス㈱ ㈱東陽ワーク (有)マルハ電気設備
㈱ウィズ・ユー 小池土木㈱ 東和耐火工業㈱岐阜工場 ㈱溝口営繕
梅田建設㈱ ㈱興亜組岐阜事業所 トーカイエンジニアリング㈱ 御嵩運輸(有)
梅村工業㈱ (有)宏栄電工 とまつレディースクリニック 三宅鉄工㈱
㈱エーワンパッケージ ㈱コダマサービス 日栄建設㈱ ㈱三和木
ＭＫトランスポート㈱可児営業所 小林工業㈱ 日進油圧工業㈱ ㈱メイセイ
㈱エムテック ㈱小林三之助商店 (協組)日本ライン花木センター ㈱山岡興業
オオサキメディカル㈱東海物流センター 佐伯綜合建設㈱ ミューズ建設㈱可児支店 山二産業㈱
(有)奥田石材店可児営業所 ㈱サカエ屋 ㈱ハウジングイースト やまもと企画㈱
(有)奥村自動車工業 (有)佐藤新聞舗 ㈱橋本 ㈱ユニオン・オート・ワークス
㈱カケフホールディングス ㈱サンシュー (有)服部商事 横山工業㈱
(税)加藤会計事務所可児事務所 歯科加藤クリニック ㈱早川不動産 吉田建設㈱
㈱加藤製作所 四季の味　鈴川 ㈱林事務所 吉田整備㈱
(有)可児エスコ ㈱新興設備 原田シール技研㈱ (有)楽農楽人
可児化成工業㈱ (有)新成産業 ㈱樋口工務店 リビング市原商事(有)
可児金融協会 信和工業㈱ (有)菱川農場 緑研㈱　
㈱可児自動車学校 西濃急送㈱ 広見ガス㈱ 早稲田クリニック

可児電子印刷 千賀石油㈱ (有)ファインフード

(有)可児板金工業所 ㈱大桜産業 ㈱フィルテック

(有)可児めん (有)田中新聞舗 ㈱富士ノ井

●法人から



みなさまからの会費が地域福祉を支えています赤い羽根共同募金にご協力ありがとうございました
　赤い羽根共同募金の期間中は、みなさまからの温かいご支援をいただき、誠にありがとうございました。
　平成30年度赤い羽根共同募金　16,673,706円（平成31年1月31日現在）　（順不同・敬称略）

　平成30年度の社協会費募集にあたり、みなさまからご理解・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会費は、社会福祉協議会が取り組む地域福祉活動、高齢者や障がい者のための
福祉活動、各地域で実施する福祉活動などに使わせていただきます。　　　　　　　　　平成31年2月28日現在

総額　１２，００７，０４４円   ●一般会費　１０，５５７，０４４円　 ●法人会費（１３３件）　１，４５０，０００円

㈱キング印刷紙工 ㈱甲山製作所 ㈱大桜産業 藤掛病院
㈲佐々工業所 亀井建設㈱ ㈲田中新聞舗 ㈱富士ノ井
㈱陣屋工業 ㈲亀谷電気商会 中央電子光学㈱廣見支店 ㈱豊盛
原田シール技研㈱ ㈱可茂道路 ㈱中特 北斗総業㈱
㈱アイキ ㈲カワイ地所 ㈱中濃 ㈲本田電気
(福)愛児会すみれ楽園 ㈱技研サービス ㈲中濃電工社可児営業所 まごころ弁当美濃太田店
㈱アクティブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(協組)岐阜県可児工業団地管理センター 中部クリーン㈱ ㈲マツダ
㈱アルフハウジング 岐阜交通東部㈱ ㈲中部プロパン瓦斯商会 ㈱丸亀工務
市原産業㈱ ㈲岐阜緑園 ＴＰＲ㈱岐阜工場 ㈱丸喜
伊藤矯正歯科医院 (福)協助会春里苑 テクノタカギ㈱ 丸重産業㈱
今井内科 久々利生産森林組合 ㈱トイファクトリー ㈱丸統建
岩田歯科医院 ㈲国枝塗装 東海ミネラル㈱可児工場 ㈲マルハ電気設備
㈱ウィズ・ユー ㈱クラウン・パッケージ 東岐運輸㈱ ㈱丸光イトウ
梅田建設㈱ ㈱栗山組可児営業所 ㈱東濃サービス ㈱溝口営繕
梅村工業㈱ ＫＹＢ㈱岐阜北工場 東濃建物管理㈱ 御嵩運輸㈲
ウルオス㈱ ＫＹＢロジスティクス㈱ 東和耐火工業㈱岐阜工場 美濃エンジニアリング㈱
㈱エーワンパッケージ ㈱ケーブルテレビ可児 トーカイエンジニアリング㈱ 三宅鉄工㈱
ＭＫトランスポート㈱可児営業所 ㈱興亜組岐阜事業所 徳田工業㈱可児工場 ミューズ建設㈱可児支店
㈱エムテック ㈱コダマサービス とまつレディースクリニック ㈱三和木
オオサキメディカル㈱東海物流センター ㈱後藤孵卵場姫研究所 ㈱中川 めぐみの農業協同組合
(福)大森福祉会 小林工業㈱ (協組)日本ライン花木センター ㈱山岡興業
㈲奥田石材店可児営業所 ㈱小林三之助商店 ㈱日本陸送岐阜営業所 山二産業㈱春里工場
㈲奥村自動車工業 佐伯綜合建設㈱ ㈱濃飛葬祭 やまもと企画㈱
㈱カケフホールディングス ㈱サカエ屋 ㈱橋本 ㈲ユニオン・オート・ワークス
(税)加藤会計事務所可児事務所 ㈲佐藤新聞舗 東可児病院 横山工業㈱
㈲加藤技研 ㈱サンシュー ㈱樋口工務店 吉田建設㈱
㈱加藤製作所 歯科加藤クリニック ㈲菱川農場 吉田整備㈱
カトー自動車工業㈱ 四季の味　鈴川 ㈱日比野スポーツ ㈲楽農楽人　　　　　　　　　　　　
可児化成工業㈱ ㈱新興設備 ㈲一二三堂 リビング市原商事㈲
可児金融協会 ㈲新成産業 ㈱ピュアウインド美空の郷 緑研㈱　　　　　　　　　　　　　
㈱可児自動車学校 信和工業㈱ 広見ガス㈱ 早稲田クリニック
㈲可児板金工業所 ㈱清香苑 ㈲ファインフード
㈲可児めん 西濃急送㈱ ㈱フィルテック
㈱カネサン 千賀石油㈱ ㈱福電事業

●法人会費（順不同・敬称略） …2口以上の法人

地　区 会員数（件） 金額（円） 地　区 会員数（件） 金額（円） 地　区 会員数（件） 金額（円）
今　渡 1,384 646,500 春　里 1,633 749,000 広見東 584 291,500 
川　合 895 442,500 姫　治 966 470,500 広　見 1,789 882,500 
下恵土 1,856 898,500 平　牧 2,933 1,389,500 中恵土 711 310,500 
土　田 1,504 715,500 桜ケ丘ハイツ 3,164 992,000 兼　山 459 202,500 
帷　子 6,885 2,334,544 久々利 469 231,500 合　計 25,232 10,557,044 

●一般会費

トキワ幼稚園育友会 桜ケ丘幼稚園

可児市立西可児中学校 かわい幼稚園

すみれ楽園園児・保護者

大竹正人・織恵 千田　和彦 匿名希望（4名）

大竹満明 土屋　伊都子

日下部そよ子 渡辺　英治・恵理

可児市職員互助会

オークマ㈱

すみれ楽園職員一同

ボーイスカウト可児第１団

今渡食堂 ギフトギャラリーすぎもと ＴＪ天気予報 福祉の店くるみ
かさ家 ＫＹＢ岐阜生活協同組合 東濃信用金庫可児支店　 丸幸モータース
カフェレスト花泉 JA めぐみのファーマーズマーケットとれったひろば 東濃信用金庫下恵土支店　 萬楽らーめん
かまど可児店 社会就労センターけやき可児 ネオプライムヒグチ 美濃の郷　
可茂学園分場麦の丘 スーパーセンターオークワ可児坂戸店 パレマルシェ西可児店 湯の華アイランド
カラオケ喫茶赤とんぼ スーパーセンターオークワ可児御嵩インター店 日比野スポーツ リビング市原商事㈲
喫茶菜菜 関辻屋 ㈲一二三堂

●協力店から

（一社）可児医師会 可児市福祉センター 下恵土連絡所 広見連絡所
今渡連絡所　　 可児商工会議所 土田連絡所 ふれあいの里可児
帷子連絡所 可児市立図書館 中恵土連絡所 老人福祉センター可児川苑
可児郷土歴史館 可児とうのう病院 春里連絡所　 老人福祉センター福寿苑
可児市社会福祉協議会 兼山連絡所　 ハローワークプラザ可児 老人福祉センターやすらぎ館
可児市勤労者総合福祉センターＬポート可児 川合連絡所　 姫治連絡所 わくわく体験館
可児市障がい者支援センターハーモニー 久々利連絡所 平牧連絡所

（公社）シルバー人材センター 桜ケ丘連絡所 広見東連絡所　

●公共施設等から

可児市赤十字奉仕団 羽生ヶ丘絆の会 可児ライオンズクラブ 平牧地区センターまつり
可児市赤十字奉仕団川合分団 羽生ヶ丘自治会 可児市健友連合会 姫治公民館まつり実行委員会

サロンフラワー 可児市民生児童委員連絡協議会 なかえーど秋祭り

●団体から

今　渡 776,700 帷　子 4,155,000 桜ケ丘ハイツ 993,909 中恵土 452,400 
川　合 532,800 春　里 924,500 久々利 278,400 兼　山 261,600 
下恵土 1,090,200 姫　治 558,600 広見東 351,600 合　計 13,655,489 
土　田 856,200 平　牧 1,360,980 広　見 1,062,600 

●市民のみなさまから

●個人から ●学校から ●職域から

●街頭募金を実施していただきました

…2口以上の法人
㈱陣屋工業 (有)亀谷電気商会 中央電子光学㈱廣見支店 ㈱フドーテクノ
(有)佐々工業所 ㈱可茂道路 ㈱中特 ㈱プリオリ
ながせ印刷 (有)カワイ地所 ㈱中濃 ㈱文晶堂
㈱キング印刷紙工 ㈱技研サービス 中部クリーン㈱ ㈱豊盛
㈱アイキ 岐阜交通東部㈱ (有)中部プロパン瓦斯商会 北斗総業㈱
(福)愛児会すみれ楽園 久々利生産森林組合 ＴＰＲ㈱岐阜工場 まごころ弁当美濃太田店
㈱青山製作所可児工場 (有)国枝塗装 東海ミネラル㈱可児工場 (有)マツダ
(有)芦苅商店 ㈱栗山組可児営業所 東岐運輸㈱ ㈱丸亀工務
㈱アシスト物流 ㈱ケーブルテレビ可児 ㈱東濃サービス 丸重産業㈱
市原産業㈱ ＫＹＢ㈱岐阜北工場 東濃建物管理㈱ ㈱丸統建
岩田歯科医院 ＫＹＢ ロジスティクス㈱ ㈱東陽ワーク (有)マルハ電気設備
㈱ウィズ・ユー 小池土木㈱ 東和耐火工業㈱岐阜工場 ㈱溝口営繕
梅田建設㈱ ㈱興亜組岐阜事業所 トーカイエンジニアリング㈱ 御嵩運輸(有)
梅村工業㈱ (有)宏栄電工 とまつレディースクリニック 三宅鉄工㈱
㈱エーワンパッケージ ㈱コダマサービス 日栄建設㈱ ㈱三和木
ＭＫトランスポート㈱可児営業所 小林工業㈱ 日進油圧工業㈱ ㈱メイセイ
㈱エムテック ㈱小林三之助商店 (協組)日本ライン花木センター ㈱山岡興業
オオサキメディカル㈱東海物流センター 佐伯綜合建設㈱ ミューズ建設㈱可児支店 山二産業㈱
(有)奥田石材店可児営業所 ㈱サカエ屋 ㈱ハウジングイースト やまもと企画㈱
(有)奥村自動車工業 (有)佐藤新聞舗 ㈱橋本 ㈱ユニオン・オート・ワークス
㈱カケフホールディングス ㈱サンシュー (有)服部商事 横山工業㈱
(税)加藤会計事務所可児事務所 歯科加藤クリニック ㈱早川不動産 吉田建設㈱
㈱加藤製作所 四季の味　鈴川 ㈱林事務所 吉田整備㈱
(有)可児エスコ ㈱新興設備 原田シール技研㈱ (有)楽農楽人
可児化成工業㈱ (有)新成産業 ㈱樋口工務店 リビング市原商事(有)
可児金融協会 信和工業㈱ (有)菱川農場 緑研㈱　
㈱可児自動車学校 西濃急送㈱ 広見ガス㈱ 早稲田クリニック

可児電子印刷 千賀石油㈱ (有)ファインフード

(有)可児板金工業所 ㈱大桜産業 ㈱フィルテック

(有)可児めん (有)田中新聞舗 ㈱富士ノ井

●法人から



●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」

KANI SHAKYO KOKORON

日赤会費にご協力いただきありがとうございました

　春里地区センターにて、サロン「わらしべ」が3月よりオープンいたしました。
　子どもからお年寄りまでどなたでも気軽に参加できる場所として、歌や手遊び、
法話や落語など様々なイベントを企画しています。
　春里地区に限らず、他地区の方もぜひご参加ください！
開催日
時　間

場　所
参加費

毎月第４木曜日
午前９時１５分～１０時４５分

春里地区センター
300円

●ふれあい・いきいきサロン普及助成金

　赤い羽根まちづくり活動助成金は、赤い羽根共同募金の配分を活用し、ふれあいいきいきサロンや地域交流イベントなど
を通じ、支え合いの地域づくりを促進する助成金です。

定期的に集う機会を設け、閉じこもり予防や心身の健康維持に関する活動に助成します。
●市や地区社協から助成を受けていないこと
●月1回程度定期的に開催し、対象者が概ね5人以上

●地域交流や福祉サービスの立ち上げ等に助成します。
●誰でも参加でき、対象者が概ね10人以上

　社会福祉協議会は、市町村に1か所ずつ設置されており、公的サービスの提供の他、行政機関や市民、事業者と協働し、市民が地域
を支え合う地域福祉を推進する団体です。平成３０年度には、第３期地域福祉活動計画を策定し、「私もつくるみんなで支える安気
なまち可児」をスローガンに、地域福祉の推進に取り組んでいます。近年では特に災害時のボランティア活動に力を入れています。
　これらの活動の財源として各世帯に500円、法人に10,000円の会費の協力をお願いしています。ご理解とご協力をたまわります
ようお願い申し上げます。

みなさまの会費が地域福祉を支えます

≪サロン立上げ支援≫
●開設で困った時は、職員が一

緒に関わり、助言や他の活動
を紹介するなど立ち上げを手
伝います。

●備品の購入費を助成します。

≪運営の支援≫
●研修会を開き、レクリエーショ

ンなど実践で役立つ内容を紹
介します。

●運営費を助成します。

≪平成３０年度研修会内容≫
第１回　食中毒予防講座
第２回　音楽療法講座
第３回　サロン交流会
第４回　小物づくり

●ふれあい・いきいきサロンへの支援

●「可児市災害ボランティアサポート」への支援
　災害ボランティア入門講座の
受講生や有志で組織された「可児
市災害ボランティアサポート」と
協働で定例会やイベントに参加
しノウハウを蓄積し、有事に備
えています。

●災害ボランティア入門講座
　災害復旧活動に訪れた災害ボ
ランティアが円滑に支援活動を
進められるように、災害ボラン
ティアに関する講座を開催してい
ます。

●災害ボランティア活動の強化

法人会費（順不同・敬称略） 　平成３０年１２月２９日から平成３１年１月３１日

（有）佐藤新聞舗　　　　　　　　　　　（有）カワイ地所　　　　　　　　　 　　 （株）サンシュー
（税）加藤会計事務所可児事務所　　　　ＭＫトランスポート（株）可児営業所　　　　丸重産業（株）
岐阜交通東部（株）　　　　　　　 　　 まごころ弁当美濃太田店

●福祉のまちづくり助成金

サロン「わらしべ」

赤い羽根まちづくり活動助成金

サロン
紹介

ボランティア
紹介

助成対象

年間30,000円以内助成額

●事業費の90％（上限20,000円）
●1団体につき年間２回まで助成額

助成対象

助成条件

助成条件

平成31年１月16日から平成31年2月28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）

●可児市立今渡南小学校　　●可児市立広見小学校
●㈲プロックス　カーブスパティオ可児店
●可児市生活学校

物　　　品

●JU岐阜　東濃支部　可児地区　
寄　付　金

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31年2月28日現在
●東日本大震災義援金

受付期間／平成32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32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
受付期間／平成31年９月30日まで

金額30,046,349円

金額3,727,131円

金額148,462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日まで金額342,327円

焼き菓子の詰合せ「ふるさと小町」を新発売！！

●福祉協力校（園）の指定、福祉授業の開催

●夏休みに小学生の高学年を対象
に福祉に関する講座を開催して
います。平成30年度は、介助犬
や盲導犬とふれあう体験を通じ
て、その役割を学びました。

●福祉ドキドキ・わくわく体験

●介護保険など公的なサービスを利用できない方に、車いす
やポータブルトイレなどの、福祉用具を短期間（1か月
以内）貸出します。

●福祉用具を無料で貸出します

●預託金によるサービス（死後事務委任等）
　事前に契約の上、預託金を預かることにより、万が一

の際の葬儀や家財処分などのサービスを実施します。
●入退院時支援サービス
　事前に契約の上、入退院時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。

●ず～っとあんき事業

●市内各校・園を福祉協力校とし
て指定し、開催する福祉教育活
動に対し助成をしています。

※指定数：保育園・幼稚園16園、
小学校12校、中学校６校、高
等学校３校

●「車いす」「ガイドヘルプ」「高齢者疑似体験」等福祉体験
の実施や福祉に関する講話等を行い、福祉授業への支
援をしています。

人と人との交流を通じて地域交流を深め、地域の絆を強くすることを目的とした活動
に助成します。

　ふれあいの里可児では、可児市の農産物を使用した焼き菓子の詰合せを
製造販売しています。
　可児市産の米や大豆を使用し無添加で製造した手作り味噌をバターク
リームに入れた「味噌ラスク」。味噌の香ばしさが
美味しいラスクです。可児茶を練りこんだごまス
ティックは、素朴な味わいでほうじ茶味と緑茶味
の2種類があります。味噌ラスクとごまスティック
の詰合せ「ふるさと小町」を1箱800円で販売して
います。
　ちょっとしたお土産にもおやつにも最適です。ぜひ、
ご賞味ください。

　昭和52年創立以来、小学生を対象に16㎜フィルム等の映画の上映を行っ
てきました。最近では児童のみならず、高齢者を対象にした映画会も開催して
います。また市からの要請で可児市成人式の模様を
ビデオ撮影し、You Tubeで閲覧できるような作業も
行っています。
　その他、ボランティアグループの活動記録の撮影、
郷土に根ざした作品作りを行うなどして、県のコン
クールにも県知事賞をはじめ、多数入賞をしています。

歌って笑って
楽しく指体操

可児市社会教育視聴覚協議会

良い映画を見る会（児童対象映画会）の様子

※利用できる方や料金等、詳細につきましては、お問い合わせください。


