
●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ＣＤ」を希望される人は、ご連絡ください。
※「音訳版」は、ホームページ上でもお聞きいただけます。

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

可児市社協
イメージキャラクター

「こころん」

No.
令和3年8月1日
199かに

社協だより

ボランティア情報掲示板

岐阜県園芸福祉協会　中濃支部
植物の栽培や園芸活動の指導のボランティア活動を
行っています。マーノ花壇、花フェスタ記念公園、特
別支援学校、病院、イベント等、普段の生活の中で、
様々な体験や研修会から知識を得て、仲間と情報交
換をしたりし、楽しく活動をしています。
２～ 3名
主に第2、4木曜日　定例会（会員）の前後
マーノ花壇

団 体 名
団体紹介

募集人員
活 動 日
活動場所

一緒に活動してくれる人を探しています（団体ボランティア）

コロナ禍でも地域のつながりを絶やさないために

姫なごみサロン・見守り訪問活動開始!!
　今回は姫治地区の姫なごみサロンを紹介します！今までの姫なごみサロン
ではみんなで食事を作って食べ、おしゃべりを楽しんでいましたが、新型
コロナウイルス感染症の影響により、食事の提供が難しい状態となってしま
いました。
　そこで、つながりを絶たないために自分たちにできることはないかと
話し合い、見守り訪問活動を開始しました。
　ボランティアの方々で協力し、お菓子を持って訪問される中で、時には外
で立ち話をして、最近の様子や関心事であるワクチンの話など会話が弾み
ます。参加者の方のお元気そうな様子や笑顔を見て、ボランティアの方々
も嬉しそうでした。
　ボランティアのみなさんは食事の提供ができるようになった時のために、
料理の腕を磨き、すでに再開に向けて活動していこうとされています。

『第４５回  可児市社会福祉大会』開催に関するお知らせ

可児市老人福祉センター  福寿苑からの教室案内

　好評につき、「シニア向けスマホ教室」第2弾を開催し
ます。意外と知らない基本的な操作、電話やカメラ、
LINEや調べもの（ネット検索）など、基本的な操作がよく
わからない方を対象とした教室（全2回）を開催します。

「シニア向けスマホ教室」  

　ボールペン画とは、ボールペンのペンタッチや濃淡
のみで物をリアルに表現する手法です。
ボールペン１本と紙さえあれば、描きたいと思った瞬
間に楽しい世界が広が
ります。
　 ペ ンを握 る 機 会 が
減ってきた今こそ、指先
をよく使うボールペン画
を体験してみませんか。
手軽に始められる身近
なアートで脳を活性化、
介護予防につなげましょ
う。

9月 8日・22日、10月13日・27日、
11月10日(いずれも水曜日)
午後2時～午後3時30分

開催日時

第１回　９月２日（木）　午後1時30分～午後3時30分
　　　  「スマートフォンの基本的な操作」
第２回　９月９日（木）　午後1時30分～午後3時30分
　　　  「スマートフォンの便利な使い方」

開催日時

LINEって何？
危険じゃないの？

アプリって何？
有料なの？

全5回
教室

全2回
教室

ボールペン 1本で始まる楽しい世界
「初めてのボールペン画教室」

　当協議会では例年、多くのみなさまにお越しいただき可児市社会福祉大会
を開催しておりますが、今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため必要な対策を講じたうえで被表彰者を含む関係者のみでの開催にさせて
いただきます。
　ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になる場合があります。

可児市社会福祉大会

無料
20名　
65歳以上の方
可児市老人福祉センター福寿苑

（可児市大森347-2）　
スマートフォン・筆記用具
電話・FAXで申込（氏名・住所・電話番号）
8月16日（月）

参加費
定　員

場　所

持ち物
申込方法
申込締切日

対象者

500円（ボールペン含む）
10名
65歳以上の方
可児市老人福祉センター福寿苑

（可児市大森347-2）
電話・FAXで申込（氏名・住所・電話番号）
8月19日（木）

材料費
定　員

場　所

申込方法
申込締切日

対象者

※申し込み多数の場合は抽選となります。

可児市老人福祉センター福寿苑　電話 63-3333　FAX 61-2305申込問合せ先

※申し込み多数の場合は抽選となります。
※前回受講していない方を優先します。



令和２年度　事業報告・決算報告
事業報告
◆法人運営事業拠点
●評議員会（開催回数：２回）、理事会（開催回数：５回）
●社協だより「こころん」（発行回数：６回）
●社会福祉大会・社協セミナーは開催中止
　(表彰のみ実施)
●ボランティア活動の支援（登録：128人、113団体）
●福祉に関する学習への支援
 （福祉講座：６件、体験用具貸出し：９件）
●福祉ドキドキ・わくわく体験は開催中止
●学習支援教室の実施
 （開催日数９日、参加者：延べ43人）
●地区社協への助成（対象：14地区社協）
●第２層生活支援コーディネーター業務 (活動件数：862件)
●福祉用具の貸出（件数：354件）
●地域支え愛ポイント制度（ポイント付与機関：

215団体、登録ボランティア：2,354人）
●災害ボランティア講座の開催（開催日数：１日

参加者：入門編10人、経験者向け11人）
●福祉協力校・園の指定（対象：39校（園））
●ふれあい・いきいきサロンへ普及支援
 （登録件数：108件）
●ふれあい・いきいきサロンの立上げ支援
 （新規開所：３か所）
●福祉のまちづくり（地域福祉推進活動)への助

成（助成件数：11件）
●見守り訪問活動への助成（助成件数：7件）
●福祉団体への活動助成（助成件数：7件）
●歳末たすけあい友愛訪問（対象：1,534件）
●生活物品等緊急給付（件数：119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：延べ1,105人）
●通所介護（福寿苑デイサービスセンター）（利用者：延べ1,857人）
●訪問介護（高齢者のホームヘルプ）（利用者：延べ477人）
●総合支援居宅介護（障がい者のホームヘルプ）
　（利用者：延べ290人）
●計画相談支援（障がい者生活支援センター「ハーモニー」）
　（件数：1,014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：延べ5,395人）
●ふれあいの里可児生活介護（利用者：延べ2,963人）

●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
●障がい者基幹相談支援センターの運営
●福祉リフトカー貸出（貸出件数：303件）
●老人福祉センター福寿苑の運営
　（利用者：延べ12,393人）
●生活困窮者自立支援事業（相談件数：813件）
●心配ごと相談（相談件数：22件）
●生活福祉資金の貸付（特例貸付件数：1,960件）
●預託金によるサービス（相談件数：11件）
●入退院支援サービス（相談件数：18件　契約件数：2件）
●日常生活自立支援（対象：13人）
●法人後見事業（相談対応件数：195件）

◆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

決算報告

収入 338,665,897円 支出 351,090,706円
令和２年度決算額

　募金箱は可児市社会福祉協議会をはじめ、市内27か所に設置しています。詳しくは可児市社会福祉
協議会ホームページをご確認ください。

令和３年7月大雨災害義援金を受付中
　令和３年7月1日からの大雨により、静岡県を中心に甚大な被害が生じています。この災害で被害を
受けられた方々を支援するため、義援金を受け付けます。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します。

＜功績内容＞
会食サロン・子ども食堂・講座の開催

　このたび、以下の２団体が長年のボランティア活動の功績を称えられ、岐阜県知事より表彰されました。
おめでとうございます。

＜功績内容＞
茶話会・季節の行事・映画会の開催

いきいき桜のつどい グリーンピアサークル「希望」

令和3年度 岐阜県知事表彰　受賞団体の紹介

※事業報告、決算については、詳細をホームページからご覧になることができます。

　7月3日（土）に「災害ボランティアセンター」の設置・
運営訓練を実施しました。市内ボランティア団体や
関係団体にご協力いただき、総勢43名が参加しま
した。
　今回の訓練では、新型コロナウイルス感染症の
状況下において、感染症対策を取り入れた訓練を行い
ました。その中で、ボランティアが事前登録のみに
なるなど、今までの運営方法と変更された点を特に
確認しました。
　今回の訓練の反省や課題を生かし、災害時には
速やかに「災害ボランティアセンター」が設置・運営
できるよう、より一層努めていきます。

「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！

法人運営事業拠点
76,804,041円

受託事業等拠点
101,750,343円

介護サービス事業拠点
73,619,977円

障がいサービス事業拠点
86,491,536円

法人運営事業拠点
71,363,874円

受託事業等拠点
110,937,309円

介護サービス事業拠点
88,420,328円

障がいサービス事業拠点
80,369,195円

受付期間：令和3年10月31日（日）まで
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ます。参加者の方のお元気そうな様子や笑顔を見て、ボランティアの方々
も嬉しそうでした。
　ボランティアのみなさんは食事の提供ができるようになった時のために、
料理の腕を磨き、すでに再開に向けて活動していこうとされています。

『第４５回  可児市社会福祉大会』開催に関するお知らせ

可児市老人福祉センター  福寿苑からの教室案内

　好評につき、「シニア向けスマホ教室」第2弾を開催し
ます。意外と知らない基本的な操作、電話やカメラ、
LINEや調べもの（ネット検索）など、基本的な操作がよく
わからない方を対象とした教室（全2回）を開催します。

「シニア向けスマホ教室」  

　ボールペン画とは、ボールペンのペンタッチや濃淡
のみで物をリアルに表現する手法です。
ボールペン１本と紙さえあれば、描きたいと思った瞬
間に楽しい世界が広が
ります。
　 ペ ンを握 る 機 会 が
減ってきた今こそ、指先
をよく使うボールペン画
を体験してみませんか。
手軽に始められる身近
なアートで脳を活性化、
介護予防につなげましょ
う。

9月 8日・22日、10月13日・27日、
11月10日(いずれも水曜日)
午後2時～午後3時30分

開催日時

第１回　９月２日（木）　午後1時30分～午後3時30分
　　　  「スマートフォンの基本的な操作」
第２回　９月９日（木）　午後1時30分～午後3時30分
　　　  「スマートフォンの便利な使い方」

開催日時

LINEって何？
危険じゃないの？

アプリって何？
有料なの？

全5回
教室

全2回
教室

ボールペン 1本で始まる楽しい世界
「初めてのボールペン画教室」

　当協議会では例年、多くのみなさまにお越しいただき可児市社会福祉大会
を開催しておりますが、今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため必要な対策を講じたうえで被表彰者を含む関係者のみでの開催にさせて
いただきます。
　ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になる場合があります。

可児市社会福祉大会

無料
20名　
65歳以上の方
可児市老人福祉センター福寿苑

（可児市大森347-2）　
スマートフォン・筆記用具
電話・FAXで申込（氏名・住所・電話番号）
8月16日（月）

参加費
定　員

場　所

持ち物
申込方法
申込締切日

対象者

500円（ボールペン含む）
10名
65歳以上の方
可児市老人福祉センター福寿苑

（可児市大森347-2）
電話・FAXで申込（氏名・住所・電話番号）
8月19日（木）

材料費
定　員

場　所

申込方法
申込締切日

対象者

※申し込み多数の場合は抽選となります。

可児市老人福祉センター福寿苑　電話 63-3333　FAX 61-2305申込問合せ先

※申し込み多数の場合は抽選となります。
※前回受講していない方を優先します。


