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シニア世代応援「初めてのスマホ教室」を開催します

ボランティア情報掲示板

　福寿苑にて脳トレサロン
よつばが開所しました！脳ト
レスタッフを中心に、脳トレ
ドリル・コグニサイズ・ボッ
チャ・ゲーム等、毎回楽し
い企画を開催しています。
　興味のある方はぜひご参加ください！

　4月より運動教室のアクティブサロンえーるが開所
しました！まちかど運動教室でも活躍中の金子真美
先生を講師にお招きし、掛け声や音楽に合わせ、
筋力や瞬発力を養う運動をします。
　みんなで楽しく運動して、体力
アップを目指しましょう！

毎月第2・4月曜日
午後1時30分～午後3時
可児市老人福祉センター福寿苑 多目的ホール
200円
タオル・飲み物（水分補給用）
小野さん：090-7955-8497
花澤さん：090-4119-3614

日　時

場　所

参加費
持ち物
問合せ先

毎月第2・4月曜日
午前10時～午前11時30分
可児市老人福祉センター福寿苑 多目的ホール
無料
黄原さん：090-9941-0848
花澤さん：090-4119-3614

日　時

場　所

参加費
問合せ先

新設サロンのご紹介

脳トレサロンよつば脳トレサロンよつば アクティブサロンえーるアクティブサロンえーる

デイサービスで囲碁をしてくれる人を募集しています！

　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いる方を対象に「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（インターネット検索）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。

６月23日(木)

６月24日(金)

６月28日(火)

６月29日(水)

スマホを持っていない又は、
Android（アンドロイド）携帯を学びたい方

スマホを持っていない又は、
かんたんスマホ携帯を学びたい方

スマホを持っていない又は、
「iPhone」を学びたい方

スマホを持っていない又は、
「iPhone」を学びたい方

・スマホの
　基本的な操作と便利な使い方

・「iPhone」を貸出
・スマホの
　基本的な操作と便利な使い方

開催日 コース（対象スマホ） 講義内容

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）スマホ

申込開始 令和４年６月９日（木）午前９時～

氏名、電話番号、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。）

※本教室は、総務省「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？

学生ボランティア、地域で活躍中
　広見小学校キッズクラブでは、春休み期間中に中学生や高校生がボランティア活動をしま
した。
　子どもたちの見守りや遊び相手として活動しています。子どもたちは、自分と年齢の近い
お兄さん、お姉さんと色々な遊びが出来て大喜び！キッズクラブの職員さんも、子どもたち
のパワーに負けない学生ボランティアが来てくれることを心強く思っているそうです。
　学生ボランティアは「子どもたちとつながって仲良くなれることはもちろん、職員の方とも
仲良くなれることがうれしい。」「年齢が近い子と遊ぶことはとても楽しくて、それがボラン
ティアとして役立っていると思うと嬉しい。ぜひみんなも活動して欲しい。」と話してくれました。
　地域には学生が活躍できるボランティアがあります。「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。

活動内容

活動日時

活動場所

問合せ先

デイサービスで利用者さんと囲碁をしていただけるボランティアを募集
しています！詳しい内容はお問い合わせください。
月曜日か金曜日の午前中
下恵土にある通所施設
可児市社会福祉協議会（地域係）
☎62-1555



　成年後見制度は、認知症や障がい等で判断能力が十分でない方を対象に、本人の権利を守る支援者「成年
後見人等」を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

成年後見制度とは（久しぶりの掲載のため、今回はおさらいです）

成年後見制度

すでに判断能力が不十分

後見人に代理権と取消権
が与えられる

保佐人に特定の事項以外の
同意権と取消権が与えられる

補助人に一部の同意権と
取消権が与えられる

判断能力があるうちに、
任意後見人を選んでおく

判断能力が
不十分になった場合に備える

家庭裁判所、市役所、地域包括支援センター、成年後見を業務とするNPO、社会福祉協議会等
問合せ先：生活サポートセンター　☎61-2525

任意後見制度

制度について詳しく知りたい場合に、相談できる窓口

法定後見制度

後見 保佐 補助

判断能力が
全くない

判断能力が
著しく不十分

判断能力が
不十分

物　　　品

●美濃加茂市社会福祉協力会
●㈱岐阜県可児工業団地経済センター

●可児市立広見小学校　●可児モラロジー事務所
●可児市立今渡南小学校　●長坂みどり会

　令和４年３月11日から令和4年5月10日まで
に次のみなさまから、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

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
　けが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、車いす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

●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

（5月10日現在 ※最新の情報はホームページをご確認ください。）

❶地域福祉活動の推進
　各地域の支え合い活動を支援する第２層生活支援コーディネーター業務に加え、令和４年度からは市全体の活動
をつなぐ第１層生活支援コーディネーター業務を市から受託し、地域包括ケアシステムの構築を目指し、住民参加
による支え合いの地域づくりを推進します。
　また、地区社会福祉協議会が開催する「地域福祉懇話会」を支援するとともに、新型コロナウイルス感染症の状況
下で工夫してできる活動を紹介するなど、地域の支え合い活動を支援します。

❷高齢者の見守り支援及び生活品質の向上
　地域における高齢者の見守りの場として重要な役割を果たすふれあい・いきいきサロンの立ち上げ支援や新型
コロナウイルス感染症の影響により活動を中止しているサロンの再開支援を行います。また、見守りが必要と
思われるサロン参加者などが安心して生活できるように、地域包括支援センターと連携して取り組みます。
　老人福祉センター福寿苑では、引き続き高齢者の介護予防・健康づくりの推進の場として、大学・民間企業等と
連携した講座や各種の教室を開催し、地域の高齢者の外出の機会の提供、生活品質の向上を図ります。

❸生活困窮者の自立支援・権利擁護体制の充実
　生活困窮者自立支援制度における自立相談支援、家計改善支援事業に加え、新たに就労準備支援事業を実施し
ます。また、相談窓口を市役所福祉支援課内にも設置し、相談者の困りごとに対し、市と連携してワンストップで
対応できるよう環境を整えます。
　また、法人後見事業は、高齢化の進展により、成年後見人等の必要性が一層高まると思われるため、適正な人員
配置をし事業の推進、拡充を図ります。

❹介護現場におけるICT導入に向けた準備
　国は、介護現場におけるICT化を進めており、当会においても業務の効率化、従来の紙媒体での情報のやり取りなど
の見直しを図るため、ICT導入のメリット・デメリットなどを調査し、訪問介護現場での導入に向け準備を進めます。

収入
（40,428万円）

支出
（40,428万円）会費・寄付金

みなさまからいただいた
社協会費・寄付等です。

●法人運営事業
●共同募金事業

●北部地域包括支援センター
●障がい者生活支援事業
●老人福祉センター福寿苑運営事業
●生活サポートセンター

●居宅介護支援事業
●訪問介護事業
●計画相談支援事業

●ふれあいの里可児就労継続B
●ふれあいの里可児生活介護

 1,380万円

共同募金配分金
 1,156万円
県社協・市補助金収入
4,108万円

受託金収入
 13,945万円

介護保険事業収入
4,364万円

障がい者総合支援事業収入
11,208万円

就労支援事業収入
968万円

その他の収入
3,299万円

法人運営事業拠点
10,539万円

受託事業等拠点
14,417万円

介護サービス事業拠点
5,750万円

障がいサービス事業拠点
 9,722万円

みなさまから寄せられた義援金・救援金は、日本赤十字社岐阜県支部を通じ被災地へ送られました。みなさまのご協力ありがとうございました。

善意のこころ、次々と ～義援金・救援金のご報告～

受付を終了した義援金・救援金
●令和3年7月大雨災害義援金

金額13,831円
●トンガ大洋州噴火津波救援金

金額11,000円
●令和3年台風第9号等大雨災害義援金

金額88,168円
●令和3年8月大雨災害義援金

金額147,567円

●平成30年7月豪雨災害義援金（広域）　
平成30年７月10日～令和４年6月30日

●令和4年3月福島県沖地震災害義援金
令和４年３月23日～令和４年６月30日　　

●令和2年7月豪雨災害義援金（広域）
金額25,372円　令和2年7月7日～令和4年9月30日

●中東人道危機救援金
平成27年4月1日～令和５年３月31日

●アフガニスタン人道危機救援金
令和３年9月22日～令和５年３月31日

●バングラデシュ南部避難民救援金
平成29年9月22日～令和5年3月31日

●ウクライナ人道危機救援金
金額576,459円 ※金額は令和4年5月10日現在令和4年3月2日～令和４年9月30日

現在受け付けている義援金・救援金

知っておこう！「成年後見制度」❻

今年度の重点事業について

令和4年度 予算・事業計画



　成年後見制度は、認知症や障がい等で判断能力が十分でない方を対象に、本人の権利を守る支援者「成年
後見人等」を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

成年後見制度とは（久しぶりの掲載のため、今回はおさらいです）

成年後見制度

すでに判断能力が不十分

後見人に代理権と取消権
が与えられる

保佐人に特定の事項以外の
同意権と取消権が与えられる

補助人に一部の同意権と
取消権が与えられる

判断能力があるうちに、
任意後見人を選んでおく

判断能力が
不十分になった場合に備える

家庭裁判所、市役所、地域包括支援センター、成年後見を業務とするNPO、社会福祉協議会等
問合せ先：生活サポートセンター　☎61-2525

任意後見制度

制度について詳しく知りたい場合に、相談できる窓口

法定後見制度

後見 保佐 補助

判断能力が
全くない

判断能力が
著しく不十分

判断能力が
不十分

物　　　品

●美濃加茂市社会福祉協力会
●㈱岐阜県可児工業団地経済センター

●可児市立広見小学校　●可児モラロジー事務所
●可児市立今渡南小学校　●長坂みどり会

　令和４年３月11日から令和4年5月10日まで
に次のみなさまから、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

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
　けが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、車いす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

●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

（5月10日現在 ※最新の情報はホームページをご確認ください。）

❶地域福祉活動の推進
　各地域の支え合い活動を支援する第２層生活支援コーディネーター業務に加え、令和４年度からは市全体の活動
をつなぐ第１層生活支援コーディネーター業務を市から受託し、地域包括ケアシステムの構築を目指し、住民参加
による支え合いの地域づくりを推進します。
　また、地区社会福祉協議会が開催する「地域福祉懇話会」を支援するとともに、新型コロナウイルス感染症の状況
下で工夫してできる活動を紹介するなど、地域の支え合い活動を支援します。

❷高齢者の見守り支援及び生活品質の向上
　地域における高齢者の見守りの場として重要な役割を果たすふれあい・いきいきサロンの立ち上げ支援や新型
コロナウイルス感染症の影響により活動を中止しているサロンの再開支援を行います。また、見守りが必要と
思われるサロン参加者などが安心して生活できるように、地域包括支援センターと連携して取り組みます。
　老人福祉センター福寿苑では、引き続き高齢者の介護予防・健康づくりの推進の場として、大学・民間企業等と
連携した講座や各種の教室を開催し、地域の高齢者の外出の機会の提供、生活品質の向上を図ります。

❸生活困窮者の自立支援・権利擁護体制の充実
　生活困窮者自立支援制度における自立相談支援、家計改善支援事業に加え、新たに就労準備支援事業を実施し
ます。また、相談窓口を市役所福祉支援課内にも設置し、相談者の困りごとに対し、市と連携してワンストップで
対応できるよう環境を整えます。
　また、法人後見事業は、高齢化の進展により、成年後見人等の必要性が一層高まると思われるため、適正な人員
配置をし事業の推進、拡充を図ります。

❹介護現場におけるICT導入に向けた準備
　国は、介護現場におけるICT化を進めており、当会においても業務の効率化、従来の紙媒体での情報のやり取りなど
の見直しを図るため、ICT導入のメリット・デメリットなどを調査し、訪問介護現場での導入に向け準備を進めます。

収入
（40,428万円）

支出
（40,428万円）会費・寄付金

みなさまからいただいた
社協会費・寄付等です。

●法人運営事業
●共同募金事業

●北部地域包括支援センター
●障がい者生活支援事業
●老人福祉センター福寿苑運営事業
●生活サポートセンター

●居宅介護支援事業
●訪問介護事業
●計画相談支援事業

●ふれあいの里可児就労継続B
●ふれあいの里可児生活介護

 1,380万円

共同募金配分金
 1,156万円
県社協・市補助金収入
4,108万円

受託金収入
 13,945万円

介護保険事業収入
4,364万円

障がい者総合支援事業収入
11,208万円

就労支援事業収入
968万円

その他の収入
3,299万円

法人運営事業拠点
10,539万円

受託事業等拠点
14,417万円

介護サービス事業拠点
5,750万円

障がいサービス事業拠点
 9,722万円

みなさまから寄せられた義援金・救援金は、日本赤十字社岐阜県支部を通じ被災地へ送られました。みなさまのご協力ありがとうございました。

善意のこころ、次々と ～義援金・救援金のご報告～

受付を終了した義援金・救援金
●令和3年7月大雨災害義援金

金額13,831円
●トンガ大洋州噴火津波救援金

金額11,000円
●令和3年台風第9号等大雨災害義援金

金額88,168円
●令和3年8月大雨災害義援金

金額147,567円

●平成30年7月豪雨災害義援金（広域）　
平成30年７月10日～令和４年6月30日

●令和4年3月福島県沖地震災害義援金
令和４年３月23日～令和４年６月30日　　

●令和2年7月豪雨災害義援金（広域）
金額25,372円　令和2年7月7日～令和4年9月30日

●中東人道危機救援金
平成27年4月1日～令和５年３月31日

●アフガニスタン人道危機救援金
令和３年9月22日～令和５年３月31日

●バングラデシュ南部避難民救援金
平成29年9月22日～令和5年3月31日

●ウクライナ人道危機救援金
金額576,459円 ※金額は令和4年5月10日現在令和4年3月2日～令和４年9月30日

現在受け付けている義援金・救援金

知っておこう！「成年後見制度」❻

今年度の重点事業について

令和4年度 予算・事業計画
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かに社協だより

シニア世代応援「初めてのスマホ教室」を開催します

ボランティア情報掲示板

　福寿苑にて脳トレサロン
よつばが開所しました！脳ト
レスタッフを中心に、脳トレ
ドリル・コグニサイズ・ボッ
チャ・ゲーム等、毎回楽し
い企画を開催しています。
　興味のある方はぜひご参加ください！

　4月より運動教室のアクティブサロンえーるが開所
しました！まちかど運動教室でも活躍中の金子真美
先生を講師にお招きし、掛け声や音楽に合わせ、
筋力や瞬発力を養う運動をします。
　みんなで楽しく運動して、体力
アップを目指しましょう！

毎月第2・4月曜日
午後1時30分～午後3時
可児市老人福祉センター福寿苑 多目的ホール
200円
タオル・飲み物（水分補給用）
小野さん：090-7955-8497
花澤さん：090-4119-3614

日　時

場　所

参加費
持ち物
問合せ先

毎月第2・4月曜日
午前10時～午前11時30分
可児市老人福祉センター福寿苑 多目的ホール
無料
黄原さん：090-9941-0848
花澤さん：090-4119-3614

日　時

場　所

参加費
問合せ先

新設サロンのご紹介

脳トレサロンよつば脳トレサロンよつば アクティブサロンえーるアクティブサロンえーる

デイサービスで囲碁をしてくれる人を募集しています！

　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いる方を対象に「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（インターネット検索）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。

６月23日(木)

６月24日(金)

６月28日(火)

６月29日(水)

スマホを持っていない又は、
Android（アンドロイド）携帯を学びたい方

スマホを持っていない又は、
かんたんスマホ携帯を学びたい方

スマホを持っていない又は、
「iPhone」を学びたい方

スマホを持っていない又は、
「iPhone」を学びたい方

・スマホの
　基本的な操作と便利な使い方

・「iPhone」を貸出
・スマホの
　基本的な操作と便利な使い方

開催日 コース（対象スマホ） 講義内容

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）スマホ

申込開始 令和４年６月９日（木）午前９時～

氏名、電話番号、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。）

※本教室は、総務省「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？

学生ボランティア、地域で活躍中
　広見小学校キッズクラブでは、春休み期間中に中学生や高校生がボランティア活動をしま
した。
　子どもたちの見守りや遊び相手として活動しています。子どもたちは、自分と年齢の近い
お兄さん、お姉さんと色々な遊びが出来て大喜び！キッズクラブの職員さんも、子どもたち
のパワーに負けない学生ボランティアが来てくれることを心強く思っているそうです。
　学生ボランティアは「子どもたちとつながって仲良くなれることはもちろん、職員の方とも
仲良くなれることがうれしい。」「年齢が近い子と遊ぶことはとても楽しくて、それがボラン
ティアとして役立っていると思うと嬉しい。ぜひみんなも活動して欲しい。」と話してくれました。
　地域には学生が活躍できるボランティアがあります。「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。

活動内容

活動日時

活動場所

問合せ先

デイサービスで利用者さんと囲碁をしていただけるボランティアを募集
しています！詳しい内容はお問い合わせください。
月曜日か金曜日の午前中
下恵土にある通所施設
可児市社会福祉協議会（地域係）
☎62-1555


