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始めてみよう！災害ボランティア活動！
「災害ボランティア講座」　入門編＆応用編　受講者募集！

　近年全国各地で災害が発生しており、その度に被災者を支援するために設置されるのが災害ボランティア
センターです。
　【入門編】

　【応用編】

「ボ連協だより」（可児市ボランティア連絡協議会）を発刊しました！
　可児市ボランティア連絡協議会は、35周年の節目を迎えたことで、市民
のみなさまにも活動について広く発信したいと考え、令和2年10月から4カ月
に1度「ボ連協だより」を発刊しています。「ボ連協だより」では、加入団体
や活動の紹介を掲載し、ボランティア活動の啓発と新規加入団体の募集
を行っています。令和4年1月号を発刊し、各地区センターと可児市社会
福祉協議会に掲示していますので、ご覧ください。

令和４年３月１３日（日）
 ※新型コロナウイルス感染症の状況により、オンラインでの開催
　もしくは中止となる場合があります。

可児市福祉センター

令和4年2月１５日（火）～

可児市在住・在勤・在学の方優先

各３0名（先着順）

無料

可児市社会福祉協議会（地域係）　☎62-1555
Eメール　kanishisyakyo@crux.ocn.ne.jp

右側の二次元コードにより、お申込みください。
申込みできない場合は、電話やメールでも受け付けます。

ボランティア情報掲示板

学生ボランティア、地域で活躍中！
　若葉台在住の高校生が、地域で行われているごみ出し支援活動にボランティアとして参
加しています。
　夏休み期間を利用してボランティアをしたいという思いから可児市社会福祉協議会でボ
ランティア登録をしたことがきっかけとなり、地域の団体とつながりました。
　活動としては、高齢者宅のごみを週１回収集場所まで運ぶというものです。
　当初は夏休み限定の活動と考えていたそうですが、この活動なら学校が始まってもできる
と思い、現在も続けています。
　学生ボランティアは、「普段は地域の高齢者と接する機会は少ないが、活動を通じて知
り合えた。自分が人の役に立っていることが嬉しい。」と、活動にとても前向きです。
　地域には学生が活躍できるボランティアもあります。「何かやってみたい」と思った時に
は、可児市社会福祉協議会までご相談ください！

コロナ禍でも地域のつながりを絶やさないために

広眺ケ丘サロン・三々五々～コロナ禍でのサロン開催～
　広眺ケ丘サロン・三々五々は、広見地区の広眺ケ丘第一集会所で開催されています。普段は、音楽に合わせ
たレクリエーションや脳トレ・体操などをしたり、サロンオリジナルの歌を歌ったりしながら楽しまれています。
　新型コロナウイルス感染症の状況下では、再開するまでに
ボランティア同士で話し合い、事前にリハーサルを行い、感染
対策についても体温を測る場所と参加費をもらう場所を分ける
など、密にならないような工夫をされています。
　新型コロナウイルス感染症の流行前のような活動に戻すこと
はまだ難しいですが、できる範囲で行い、ボランティアも参加
者も毎回「楽しかった！」と笑顔がいっぱいのサロンです。

合同会社HUGKUMI
長井 一浩 氏・小島 寛 氏

（写真左） （写真右）

午後１時３０分～午後３時

可児市社協職員

午前１０時～午前１１時30分

講師

時間

入門編 応用編

開 催 日

場　　所

時間と講師

参 加 費
対 象 者

定　　員

申込開始

申込方法

問合せ先

毎月第1、第3金曜日　午後5時～午後7時
春里地区センター
加藤 敏男さん　65-2282
　　　　　　　 090-4186-9133

活 動 日
活動場所 数名募集人数
問合せ先

❶自分のペースで学習したい人
❷基礎、基本を学習したい人
❸学ぶ楽しさを学習したい人

シシ丸王国　寺子屋とことん塾は、学習を苦手と感じ
ている子どもたちへ無料の学習支援を行っています！

（年齢や学年は問いません）

シシ丸王国　寺子屋とことん塾
～一緒に学習する仲間を募集中！～

1人親家庭等の中学生（1年生～３年生）
広見地区センター
藤田 和夫さん　090-9941-8158

対 象 者

毎週土曜日
午後６時～午後７時３０分（初回：4月2日～）

活 動 日

活動場所 10名程度募集人数
問合せ先

広見地区センターにて、1人親家庭等の中学生を対象と
した英語教室を開設します！
ワークと教科書を使った基礎ト
レーニングを中心に、無料で
指導します。

広見英語教室
～新規開設～

災害ボランティア活動に参加するための注意事項、心構えなどを学びます。関心はあるけど、活動は
したことがないという方は、こちらにご参加ください。
昨年の長崎県や広島県の災害ボランティアセンターの運営に携わった方からのお話と、ITを活用した災害
ボランティアセンターの運営の体験を予定しています。災害ボランティア活動をしたことがある人は、
こちらにご参加ください。

こんな人たちに最適です。



シニア世代応援「初めてのスマホ教室」を開催します
　65歳以上の方で、すでにスマートフォン（スマホ）を持っている方、折りたたみ携帯（ガラケー）から
スマホに変えたいと考えてみえる方を対象に「初めてのスマホ教室」を開催します。
　基本的な操作、電話やカメラ、調べもの（ネット検索）など、実際にスマホを触りながら学びます。
専門のスタッフからわかりやすく教えてもらいます。

２月24日(木)
３月２日(水)
３月３日(木)

３月４日(金)

Android（アンドロイド）携帯をお持ちの方
かんたんスマホ携帯をお持ちの方
iPhone携帯をお持ちの方

・スマートフォンの基本的な操作
・スマートフォンの便利な使い方

「かんたんスマホ」を貸出
・スマートフォンの基本的な操作
・スマートフォンの便利な使い方

「iPhone」を貸出
・スマートフォンの基本的な操作
・スマートフォンの便利な使い方

開催日 コース（対象スマホ） 講義内容

スマホを持っていない方又は、
「かんたんスマホ」を体験したい方

スマホを持っていない方又は、
「iPhone」を体験したい方

３月７日(月)

３月８日(火)

可児市老人福祉センター福寿苑　☎63-3333

午後1時～午後3時

参 加 費

定 　 員

時 　 間

対 象 者

場 　 所

持 ち 物

申込方法

問合せ先

無料

各20名（先着順）※定員に達した時点で、申込みを終了します。

可児市在住の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）

筆記用具、（お持ちの方は）スマートフォン

申込開始 令和4年2月15日（火）午前9時～

氏名、電話、希望コースを窓口または電話でお申込みください。
（お持ちのスマホの種類をよくご確認の上、申込みください。）

可児市赤十字奉仕団　シクラメンをお届けしました！
　可児市赤十字奉仕団では、12月10日から団員約200名が担当地区に分かれ、
市内1,074名のひとり暮らしの方のお宅を訪問し、シクラメンをお届けしました。
シクラメンを受け取られた方からは、「綺麗な花をいただけて嬉しい。」「久し
ぶりに会って話すことができて良かった。」など喜んでいただけました。
　可児市赤十字奉仕団では、一緒に活動していただける団員を募集中です！
興味のある方、話を聞きたいという方はお気軽にお問い合わせください。
【問合せ先】可児市赤十字奉仕団事務局　☎62-1555

物　　　品

●可児市赤十字奉仕団　土田分団
●今枝稔貴
●可児市仏教会
●可児市赤十字奉仕団　桜ケ丘分団
●白鳥文彦・美津子　　●カフェレスト花泉
●可児市赤十字奉仕団

●岡村芳明　●関西電力労働組合　今渡地本支部
●関西電力㈱　今渡水力センター　●㈱日孝T&K

　令和3年11月11日から令和4年１月10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）

寄　付　金

※本スマホ教室は、総務省の「デジタル活用支援事業」を活用して、ドコモ・ソフトバンクと連携して開催するものです。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合があります。

アプリって何？
有料なの？

　ＫＹＢ労働組合様からご寄付をいただき、パソコン
プリンターとミシンを購入いたしました。また、市を通じて、
社協へもご寄付いただきました。

　関西電力労働組合　今渡地本支部様から食器洗い
乾燥機をご寄贈いただくとともに、菓子箱の組立と詰め
合わせ、清掃、除草などのボランティア活動も行って
いただきました。

ふれあいの里可児へのご支援ありがとうございます

準職員募集のお知らせ
社会福祉協議会では、下記の職員を募集しています。

1名

保健師又は正看護師

勤務場所

勤務時間

待　　遇

募集人数

必要資格

可児市北部地域包括支援センター
（福祉センター内）

職　　種 保健師又は正看護師

①8：30～17：00
②9：00～16：00
①月額
　182,200円～190,600円
　（社保加入）
②時給
　1,200円～1,260円
　（週4日以上）

1名

正看護師又は准看護師

勤務場所

勤務時間

待　　遇

募集人数

必要資格

ふれあいの里可児

職　　種 看護師

①8：30～17：00　
②9：00～16：00
①月額　182,200円
　（社保加入）
②時給　1,200円
　（週3日以上） 1名

勤務場所

勤務時間

待　　遇

募集人数

ふれあいの里可児

職　　種 生活支援員

9：00～16：00

時給
970円～1,030円

（週3日以上）

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：可児市福祉センター
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

（0574）62-1555　担当：大杉・渡邊問合せ先

●ゆずります
・一本杖　・シャワーチェア　・ポータブルトイレ
・紙おむつ等（未開封）　・差し込み便器　・スリッパ

福祉用具の

問合せ先：生活サポートセンター　☎61-2525

（1月12日現在 ※最新の情報はホームページをご確認ください。）



シニア世代応援「初めてのスマホ教室」を開催します
　65歳以上の方で、すでにスマートフォン（スマホ）を持っている方、折りたたみ携帯（ガラケー）から
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・紙おむつ等（未開封）　・差し込み便器　・スリッパ
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●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
ベジタブル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4年2月1日
202かに

社協だより

始めてみよう！災害ボランティア活動！
「災害ボランティア講座」　入門編＆応用編　受講者募集！

　近年全国各地で災害が発生しており、その度に被災者を支援するために設置されるのが災害ボランティア
センターです。
　【入門編】

　【応用編】

「ボ連協だより」（可児市ボランティア連絡協議会）を発刊しました！
　可児市ボランティア連絡協議会は、35周年の節目を迎えたことで、市民
のみなさまにも活動について広く発信したいと考え、令和2年10月から4カ月
に1度「ボ連協だより」を発刊しています。「ボ連協だより」では、加入団体
や活動の紹介を掲載し、ボランティア活動の啓発と新規加入団体の募集
を行っています。令和4年1月号を発刊し、各地区センターと可児市社会
福祉協議会に掲示していますので、ご覧ください。

令和４年３月１３日（日）
 ※新型コロナウイルス感染症の状況により、オンラインでの開催
　もしくは中止となる場合があります。

可児市福祉センター

令和4年2月１５日（火）～

可児市在住・在勤・在学の方優先

各３0名（先着順）

無料

可児市社会福祉協議会（地域係）　☎62-1555
Eメール　kanishisyakyo@crux.ocn.ne.jp

右側の二次元コードにより、お申込みください。
申込みできない場合は、電話やメールでも受け付けます。

ボランティア情報掲示板

学生ボランティア、地域で活躍中！
　若葉台在住の高校生が、地域で行われているごみ出し支援活動にボランティアとして参
加しています。
　夏休み期間を利用してボランティアをしたいという思いから可児市社会福祉協議会でボ
ランティア登録をしたことがきっかけとなり、地域の団体とつながりました。
　活動としては、高齢者宅のごみを週１回収集場所まで運ぶというものです。
　当初は夏休み限定の活動と考えていたそうですが、この活動なら学校が始まってもできる
と思い、現在も続けています。
　学生ボランティアは、「普段は地域の高齢者と接する機会は少ないが、活動を通じて知
り合えた。自分が人の役に立っていることが嬉しい。」と、活動にとても前向きです。
　地域には学生が活躍できるボランティアもあります。「何かやってみたい」と思った時に
は、可児市社会福祉協議会までご相談ください！

コロナ禍でも地域のつながりを絶やさないために

広眺ケ丘サロン・三々五々～コロナ禍でのサロン開催～
　広眺ケ丘サロン・三々五々は、広見地区の広眺ケ丘第一集会所で開催されています。普段は、音楽に合わせ
たレクリエーションや脳トレ・体操などをしたり、サロンオリジナルの歌を歌ったりしながら楽しまれています。
　新型コロナウイルス感染症の状況下では、再開するまでに
ボランティア同士で話し合い、事前にリハーサルを行い、感染
対策についても体温を測る場所と参加費をもらう場所を分ける
など、密にならないような工夫をされています。
　新型コロナウイルス感染症の流行前のような活動に戻すこと
はまだ難しいですが、できる範囲で行い、ボランティアも参加
者も毎回「楽しかった！」と笑顔がいっぱいのサロンです。

合同会社HUGKUMI
長井 一浩 氏・小島 寛 氏

（写真左） （写真右）

午後１時３０分～午後３時

可児市社協職員

午前１０時～午前１１時30分

講師

時間

入門編 応用編

開 催 日

場　　所

時間と講師

参 加 費
対 象 者

定　　員

申込開始

申込方法

問合せ先

毎月第1、第3金曜日　午後5時～午後7時
春里地区センター
加藤 敏男さん　65-2282
　　　　　　　 090-4186-9133

活 動 日
活動場所 数名募集人数
問合せ先

❶自分のペースで学習したい人
❷基礎、基本を学習したい人
❸学ぶ楽しさを学習したい人

シシ丸王国　寺子屋とことん塾は、学習を苦手と感じ
ている子どもたちへ無料の学習支援を行っています！

（年齢や学年は問いません）

シシ丸王国　寺子屋とことん塾
～一緒に学習する仲間を募集中！～

1人親家庭等の中学生（1年生～３年生）
広見地区センター
藤田 和夫さん　090-9941-8158

対 象 者

毎週土曜日
午後６時～午後７時３０分（初回：4月2日～）

活 動 日

活動場所 10名程度募集人数
問合せ先

広見地区センターにて、1人親家庭等の中学生を対象と
した英語教室を開設します！
ワークと教科書を使った基礎ト
レーニングを中心に、無料で
指導します。

広見英語教室
～新規開設～

災害ボランティア活動に参加するための注意事項、心構えなどを学びます。関心はあるけど、活動は
したことがないという方は、こちらにご参加ください。
昨年の長崎県や広島県の災害ボランティアセンターの運営に携わった方からのお話と、ITを活用した災害
ボランティアセンターの運営の体験を予定しています。災害ボランティア活動をしたことがある人は、
こちらにご参加ください。

こんな人たちに最適です。


