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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

　社会福祉協議会では、１０月５日（土）に可児市文化創造センター alaで「災害ボランティアセンター設置・
運営訓練」を実施しました。
　一般市民や市内ボランティア、関係団体のほか、可茂地域の市町村社会福祉協議会の職員にも参加して
いただき、総勢77人で訓練を行いました。
　訓練では、災害が発生した想定でセンターを立ち上げた後、スタッフ役とボランティア役に分かれ、県社会
福祉協議会が策定したマニュアルに沿って、災害ボランティアセンターの運営の流れや対応などについて体験
と確認を行いました。
　今回の訓練の反省や課題を生かして、発災時に速やかに「災害ボランティアセンター」が運営できるよう、
より一層努めていきたいと思います。

●ボランティア活動の流れや保険など知らないことも多かったので
色々と勉強になりました。（一般市民より）
●ボランティアをする時の心構えを身に付けるためにもう一度参加
したいと思いました。（市内ボランティアより）

　大規模な災害が発生した時に、ボランティアの力を借りて、復旧・復興に向けて
被災者が自立、生活再建を目指すことを目的に設置され、被災者を助けたい
ボランティアと助けを借りたい被災者をつなぐ役割を担っています。
　可児市では、社会福祉協議会とボランティア団体「可児市災害ボランティア
サポート」が協力し、センターを運営していきます。
　運営には多くのみなさんの力が必要です。ぜひご協力ください。

「災害ボランティアセンター設置・運営訓練」を実施しました

台風１９号
災害義援金を受付中

災害ボランティアセンターとは？

木曜ひろば木曜ひろば
毎月第２・４木曜日
愛岐ケ丘ふれあいセンター
午前１０時～午後4時
無料
愛岐ケ丘団地住民

開催日
場　所
時　間
参加費
対象者

サロンはっぴーサロンはっぴー
毎月第３金曜日
光陽台（伊佐治さん宅）
午後１時～ 4時
１００円
光陽台団地住民

サロンあおきサロンあおき
毎月第２月曜日
光陽台（青木さん宅）
午後１時～ 4時
１００円
光陽台団地住民

開催日
場　所
時　間
参加費
対象者

開催日
場　所
時　間
参加費
対象者

新設サロンの紹介

市内３か所で新たに「ふれあい・いきいきサロン（地域住民が気軽に集い交流する場）」が立ち上がりました！

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

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
金額30,109,981円 受付期間／令和２年3月31日まで

●平成２８年熊本地震災害義援金
金額3,727,131円 受付期間／令和２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／令和２年３月３１日まで

●平成３０年７月豪雨災害義援金
金額475,421円 受付期間／令和２年6月３０日まで

●平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金
金額308,052円 受付期間／令和２年３月３１日まで

●令和元年８月豪雨災害義援金
金額12,032円 受付期間／令和２年２月２８日まで

●令和元年台風第１５号千葉県災害義援金
金額14,021円 受付期間／令和元年１２月３０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。　令和元年台風19号に伴う災害により、全国

各地に甚大な被害が生じております。
　この災害で被災された方々を支援するため、
下記のとおり義援金を受け付けています。
　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。
　みなさまの温かいご支援をよろしくお願いい
たします。

＜受付期間＞
令和２年３月３１日まで
＜義援金の配分先＞
・岩手県　・宮城県　・福島県　・茨城県
・栃木県　・埼玉県　・千葉県　・東京都
・神奈川県　・長野県　・静岡県
※義援金の送金先を指定される場合はご相談くだ
さい。

令和元年11月13日現在

厚生労働大臣表彰受賞　おめでとうございます！！
ボランティアセンター

登録団体 『点訳ボランティア　あまだれの会』

毎月第２・４水曜日　午前10時～正午
可児市福祉センター内　ボランティア室
☎６２－１５５５（社会福祉協議会）

日　時
場　所
問合せ

　昭和５８年から３５年間にわたり障がい者福祉活動に従事され、視覚障がい者のための点訳書の作成や点
字の触読指導のほか、小学校への出前講座などで点訳の指導・普及にご尽力されています。このたび、そ
の功績が称えられ、表彰されました。

定例会

「点訳ボランティア　あまだれの会」では、一緒に活動していただける方を募集
しています。経験の有無は問いません。初心者の方でも丁寧に指導しますので、
点訳ボランティア活動に関心のある方は、気軽にご参加ください。

＊ボランティア募集中＊

▲訓練のようす

参加者の感想



•紙おむつ（未開封）
•尿取りパッド（未開封）

　令和元年９月１日から令和元年11月13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）

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
　ケガなどの緊急時や外出時など一時的に福祉用具の
利用を必要とされる方に対して、車イスや入浴補助用具
などの福祉用具を貸出します。
●対象者：市内在住者で在宅生活の方
　　　　　（介護保険など公的なサービスが利用できる
　　　　　 場合は対象となりません）
●貸出期間：1か月以内
●利用料金：無料

 

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。
●対象者：市内在住者で、常時又は一時的に普通乗用車
　　　　　等への乗車が困難な方など
●利用料金：無料
　問合せ先：障がい者生活支援センターハーモニー
 　 ☎62-5231

●ゆずります（11月13日現在）
・紙おむつ（未開封）　・尿取りパッド（未開封）　
・シルバーカー　　　・４点杖
・差し込み便器

福祉用具の

問合せ先：生活サポートセンター
　　　　　☎61-2525

●中日新聞　多治見桜ケ丘専売所　佐藤新聞店
物　　　品

●土屋伊都子
●緑自治会
●ビクター・操歌謡教室
●公益社団法人可児市シルバー人材センター
●洞窟まつりの会
●今渡北民生児童委員協議会川合地区

寄　付　金

12月
4．11．18．25日（水）

1月
8．15．22．29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

ご利用お待ちしています

クッキー各種　　　　　　　100円　　
コーヒー（ホット）   　　　　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♥

　日本赤十字社岐阜県支部の創立130周年記念大会が、9月26日（木）に長良川国際会議場で開催され、
可児市赤十字奉仕団からは被表彰者13人と役員15人が参加しました。
　大会では、日赤名誉副総裁の高円宮久子様がご臨席され、おことばを述
べられるとともに、寄付や赤十字事業に功績のあった団体や個人に有功章
が贈られました。また式典の中では、大塚義治日赤社長のあいさつや高山
赤十字病院の副院長によるバングラデシュでの避難民救援活動についての
報告も行われました。
　式典後には、県立岐阜商業高等学校の吹奏楽演奏が行われ、大会に華を
添えていました。

日本赤十字社岐阜県支部創立130周年記念大会へ参加しました

　10月20日（日）の健康フェア可児において、こころんcaféとふれあいの里可児
の手作りクッキーの店を出店しました。
　今年度は、社協イメージキャラクター「こころん」のぬり絵をパワーアップさ
せ、小さいお面づくりをしました。できあがったお面を子どもたちは頭や腕に
付けたりしてくれて、可愛いたくさんのこころんが誕生しました。
　ご参加いただきましたみなさん、ありがとうございました。

～ぬり絵とお面づくりで脳を活性化！～
第29回健康フェア可児に参加しました！第29回健康フェア可児に参加しました！第29回健康フェア可児に参加しました！

　10月1日から始まりました赤い羽根共同募金運動に自治会等を通じて、また各種イベントにおいてご協力
いただき、誠にありがとうございます。赤い羽根共同募金運動の一部をご紹介します。

　「歳末たすけあい運動」は、共同募金の一環として、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが
地域で安心して暮らすことができるよう、住民の参加や理解を得てさまざまな福祉活動を重点的に展開しま
す。社会福祉協議会では、歳末見舞事業として７５歳以上の一人暮らし高齢者や準要保護世帯を対象に、民
生児童委員のご協力を得て友愛訪問を実施します。

募金総額　118,081円

　10月14日（月・祝）に市内５か所のスーパーマーケットで街頭募金を実施しました。当日は、市内の中学
校をはじめ、共同募金会可児市支会、地区社会福祉協議会、ボランティア連絡協議会等合計73人にご参加
いただきました。天候が心配されましたが、中学生ボランティアなど参加者のさわやかな声での呼びかけに、
たくさんの募金が集まりました。ご協力いただいたみなさん、ありがとうございました。

街頭募金

歳末たすけあい運動

赤い羽根共同募金にご協力ありがとうございます

▲スーパーセンターオークワ
　可児御嵩インター店

▲スーパーマーケットバロー下恵土店▲スーパーセンターオークワ可児坂戸店

▲西友桜ケ丘店 ▲パレマルシェ西可児店
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色々と勉強になりました。（一般市民より）
●ボランティアをする時の心構えを身に付けるためにもう一度参加
したいと思いました。（市内ボランティアより）

　大規模な災害が発生した時に、ボランティアの力を借りて、復旧・復興に向けて
被災者が自立、生活再建を目指すことを目的に設置され、被災者を助けたい
ボランティアと助けを借りたい被災者をつなぐ役割を担っています。
　可児市では、社会福祉協議会とボランティア団体「可児市災害ボランティア
サポート」が協力し、センターを運営していきます。
　運営には多くのみなさんの力が必要です。ぜひご協力ください。

「災害ボランティアセンター設置・運営訓練」を実施しました

台風１９号
災害義援金を受付中

災害ボランティアセンターとは？

木曜ひろば木曜ひろば
毎月第２・４木曜日
愛岐ケ丘ふれあいセンター
午前１０時～午後4時
無料
愛岐ケ丘団地住民

開催日
場　所
時　間
参加費
対象者

サロンはっぴーサロンはっぴー
毎月第３金曜日
光陽台（伊佐治さん宅）
午後１時～ 4時
１００円
光陽台団地住民

サロンあおきサロンあおき
毎月第２月曜日
光陽台（青木さん宅）
午後１時～ 4時
１００円
光陽台団地住民

開催日
場　所
時　間
参加費
対象者

開催日
場　所
時　間
参加費
対象者

新設サロンの紹介

市内３か所で新たに「ふれあい・いきいきサロン（地域住民が気軽に集い交流する場）」が立ち上がりました！

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

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
金額30,109,981円 受付期間／令和２年3月31日まで

●平成２８年熊本地震災害義援金
金額3,727,131円 受付期間／令和２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／令和２年３月３１日まで

●平成３０年７月豪雨災害義援金
金額475,421円 受付期間／令和２年6月３０日まで

●平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金
金額308,052円 受付期間／令和２年３月３１日まで

●令和元年８月豪雨災害義援金
金額12,032円 受付期間／令和２年２月２８日まで

●令和元年台風第１５号千葉県災害義援金
金額14,021円 受付期間／令和元年１２月３０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。　令和元年台風19号に伴う災害により、全国

各地に甚大な被害が生じております。
　この災害で被災された方々を支援するため、
下記のとおり義援金を受け付けています。
　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。
　みなさまの温かいご支援をよろしくお願いい
たします。

＜受付期間＞
令和２年３月３１日まで
＜義援金の配分先＞
・岩手県　・宮城県　・福島県　・茨城県
・栃木県　・埼玉県　・千葉県　・東京都
・神奈川県　・長野県　・静岡県
※義援金の送金先を指定される場合はご相談くだ
さい。

令和元年11月13日現在

厚生労働大臣表彰受賞　おめでとうございます！！
ボランティアセンター

登録団体 『点訳ボランティア　あまだれの会』

毎月第２・４水曜日　午前10時～正午
可児市福祉センター内　ボランティア室
☎６２－１５５５（社会福祉協議会）

日　時
場　所
問合せ

　昭和５８年から３５年間にわたり障がい者福祉活動に従事され、視覚障がい者のための点訳書の作成や点
字の触読指導のほか、小学校への出前講座などで点訳の指導・普及にご尽力されています。このたび、そ
の功績が称えられ、表彰されました。

定例会

「点訳ボランティア　あまだれの会」では、一緒に活動していただける方を募集
しています。経験の有無は問いません。初心者の方でも丁寧に指導しますので、
点訳ボランティア活動に関心のある方は、気軽にご参加ください。

＊ボランティア募集中＊

▲訓練のようす

参加者の感想


