
●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

Instagram（インスタグラム）Facebook（フェイスブック）

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

LINE（ライン）

可児市社協
イメージキャラクター
「こころん」
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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」第2弾
　6月に開催した教室が大変好評でしたので、「初めてのスマホ教室」の第2弾を開催します。
　基本的な操作などを専門のスタッフから分かりやすく教えてもらいます。

「音訳ボランティア養成講座」受講者を募集！
　視覚障がいのある方に広報誌などの日常生活に必要な情報を、音訳（読み上げて録音）して届ける
ボランティアの養成講座を実施します。

令和4年9月20日（火）～１１月8日（火） ※毎週火曜日の全８回
午後１時30分～午後３時30分
可児市福祉センター
音訳の基本や技術について学びます。
無料
20名（抽選）
音訳ボランティアに関心があり、音訳活動に協力していただける方
音訳・ヴォイスの会
氏名、年齢、住所、電話番号を電話、FAX、Eメールのいずれかでお申込みください。
令和４年9月2日（金）
可児市社会福祉協議会（地域係）　☎62-1555

社会・就労への第一歩　～就労準備支援事業スタート～
　就労準備支援事業とは、働きたいけれど・・・「どうしたらいいか分からない」「体調に不安がある」「毎朝起きられる
自信がない」などと、働くことや日常的な不安や悩みを抱えている人に対し、それぞれの状況に合った支援プログラム
を作成することで、就労に対する不安を解消しながら、社会参加や就労を目指していく事業です。
　可児市では、令和４年４月から、可児市社会福祉協議会と可児市役所の二つの窓口で事業がスタートしました。
　働くことに不安を抱えている人、今一歩踏み出せずにいる人は、まずはご相談ください。
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令和4年8月25日（木）Android（アンドロイド）携帯
令和4年8月31日（水）かんたんスマホ携帯
午後１時～午後３時
可児市老人福祉センター福寿苑（可児市大森347-2）
スマホの基本的な操作など
無料
各20名（抽選）
可児市在住の65歳以上の方
筆記用具・スマホ（持っていない方は応相談）
氏名、住所、電話番号、希望日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、お申込みください。）
令和4年8月15日(月)　午後4時まで
可児市老人福祉センター福寿苑　☎63-3333
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『第４５回  可児市社会福祉大会』開催に関するお知らせ
　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と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状況により、中止になる場合があります。

※本教室は、総務省「デジタル活用支援事業」を活用して、ドコモと連携して開催するものです。

※上記の二つの講座は、新型コロナウイルス感染症の状況により、中止になる場合があります。

可児市社会福祉大会

可児市生活サポートセンター
可児市社会福祉協議会内　☎61-2525（直通）
可児市役所福祉支援課内　☎62-1111（内線 3186）

相 談 先

　かにっ子食堂は、土田
地区にある(有)可児設備
のショールームで開催して
いる子ども食堂です。
　「給食みたいなおうち
ごはん」をテーマに、元
給 食センター勤務の管
理 栄 養 士を中心にボラ
ンティアが集まり、家庭で、家族で、給食を楽しん
でもらいたいとの思いで活動しています。
　テイクアウト方式で100食のお弁当を作りますが、
毎回あっという間に予約で埋まってしまうほどの人
気ぶりです！
　あたたかいごはんで家族だんらんしませんか♪

毎月第１月曜日　午後４時～午後７時
※完全予約制
(有)可児設備ショールーム（可児市土田2548-561）
子ども100円（高校生まで）　大人300円
可児さん　090-4231-6197

日　時

場　所

参加費
問合せ先

新設サロンのご紹介

かにっ子食堂かにっ子食堂
ボランティア情報掲示板

障がい者パソコンサポーターの会
　障がいのある方を対象にパソコンについてサポートする
ボランティアです。
　参加者と関わりながら一緒に楽しくパソコンを勉強す
ることができます。今まで教わってきた障がいのある
方も、サポーターとして活躍しています。
　ぜひ一緒に活動してみませんか♪

毎週水曜日　
午後1時30分～午後3時30分
障がい者生活支援センターハーモニー

（可児市福祉センター内）
中本さん　090-5870-9493

活動日時

活動場所

問合せ先



●福住 尊眞　　　　　 ●可児市民吹奏楽団
●日下部 そよ子

　令和４年5月11日から令和4年7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

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

福祉用具の

問合せ先：生活サポートセンター　☎61-2525

（7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。）

令和４年度 岐阜県知事表彰　受賞団体の紹介 令和３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
   (社会福祉協議会表彰は実施)
●ボランティア活動の支援
   (登録：個人75人、118団体）
●福祉に関する学習への支援
   (福祉講座：12件、体験用具貸出し：10件）
●福祉ドキドキ・わくわく体験
   (開催回数：４回、参加者：34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：1,431件)
●福祉用具の貸出（件数：346件）
●学習支援教室の実施（令和３年10月から令和４年

３月まで実施　開催日数：８日、参加者：47人）
●地域支え愛ポイント制度（ポイント付与機関：

209団体、登録ボランティア：2,407人）
●災害ボランティア講座の開催
   (参加者：入門編14人、経験者向け23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：112件）
●ふれあい・いきいきサロンの立上げ支援
   (新規開所：12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：14件）
●見守り活動への助成（助成件数：３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：1,584件）
●生活物品等緊急給付（件数：70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：1,012人）
●訪問介護（高齢者のホームヘルプ）（利用者：538人）
●総合支援居宅介護（障がい者のホームヘルプ）
  （利用者：309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：882件）

◆障がいサービス事業拠点
●ふれあいの里可児就労継続支援Ｂ型（利用者：5,096人）
●ふれあいの里可児生活介護（利用者：2,819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 
  （相談件数：7,383件）
●障がい者基幹相談支援センターの運営
   (相談件数：2,045件）
●福祉リフトカー貸出（貸出件数：341件）
●老人福祉センター福寿苑の運営（利用者：11,875人）
●生活困窮者自立支援事業（相談件数：554件）
●心配ごと相談（相談件数：20件）
●生活福祉資金の貸付（特例貸付件数：724件）
●預託金によるサービス（相談件数：４件）
●入退院支援サービス（相談件数：３件、契約件数：２件）
●日常生活自立支援（対象：15人）
●法人後見事業（相談対応件数：254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 318,775,061円 支出 339,133,250円
令和３年度決算額

※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。

法人運営事業拠点
77,665,498円

受託事業等拠点
99,302,584円

介護サービス事業拠点
54,581,384円

障がいサービス事業拠点
87,225,595円

法人運営事業拠点
74,074,793円

受託事業等拠点
108,740,192円

介護サービス事業拠点
52,792,964円

障がいサービス事業拠点
103,525,301円

　このたび、可児市で活動する
ふれあい・いきいきサロンとボ
ランティア団体が長年のボラ
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。

福祉施設・公共施設で影絵劇
を上演する他、ワークショップ
を開催。

高齢者施設で利用者との交
流やボランティア活動を実施。

清水ケ丘公民館にて、月に
2回ふれあい・いきいきサロン
を開催。

若葉台にて自宅を開放し、
月に4回ふれあい・いきいき
サロンを開催。

今渡にて自宅を開放し、週に
２回ふれあい・いきいきサロン
を開催。

パペットサークル
「かに座」 JAあかしの会

お茶ともだち若葉台
ユー・アイ・ネットサロンフラワー
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※「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

Instagram（インスタグラム）Facebook（フェイスブック）

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

LINE（ライン）

可児市社協
イメージキャラクター
「こころん」

No.
令和4年8月1日
205No.

令和4年8月1日
205

かに社協だより

シニア世代応援「初めてのスマホ教室」第2弾
　6月に開催した教室が大変好評でしたので、「初めてのスマホ教室」の第2弾を開催します。
　基本的な操作などを専門のスタッフから分かりやすく教えてもらいます。

「音訳ボランティア養成講座」受講者を募集！
　視覚障がいのある方に広報誌などの日常生活に必要な情報を、音訳（読み上げて録音）して届ける
ボランティアの養成講座を実施します。

令和4年9月20日（火）～１１月8日（火） ※毎週火曜日の全８回
午後１時30分～午後３時30分
可児市福祉センター
音訳の基本や技術について学びます。
無料
20名（抽選）
音訳ボランティアに関心があり、音訳活動に協力していただける方
音訳・ヴォイスの会
氏名、年齢、住所、電話番号を電話、FAX、Eメールのいずれかでお申込みください。
令和４年9月2日（金）
可児市社会福祉協議会（地域係）　☎62-1555

社会・就労への第一歩　～就労準備支援事業スタート～
　就労準備支援事業とは、働きたいけれど・・・「どうしたらいいか分からない」「体調に不安がある」「毎朝起きられる
自信がない」などと、働くことや日常的な不安や悩みを抱えている人に対し、それぞれの状況に合った支援プログラム
を作成することで、就労に対する不安を解消しながら、社会参加や就労を目指していく事業です。
　可児市では、令和４年４月から、可児市社会福祉協議会と可児市役所の二つの窓口で事業がスタートしました。
　働くことに不安を抱えている人、今一歩踏み出せずにいる人は、まずはご相談ください。

時 　 間

場 　 所

期 　 日

内 　 容

参 加 費

定 　 員

協　　力

問合せ先

申込締切

申込方法

対 象 者

令和4年8月25日（木）Android（アンドロイド）携帯
令和4年8月31日（水）かんたんスマホ携帯
午後１時～午後３時
可児市老人福祉センター福寿苑（可児市大森347-2）
スマホの基本的な操作など
無料
各20名（抽選）
可児市在住の65歳以上の方
筆記用具・スマホ（持っていない方は応相談）
氏名、住所、電話番号、希望日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、お申込みください。）
令和4年8月15日(月)　午後4時まで
可児市老人福祉センター福寿苑　☎63-3333

時 　 間

場 　 所

期 　 日

内 　 容

参 加 費

定 　 員

持 ち 物

問合せ先

申込締切

申込方法

対 象 者

『第４５回  可児市社会福祉大会』開催に関するお知らせ
　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と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状況により、中止になる場合があります。

※本教室は、総務省「デジタル活用支援事業」を活用して、ドコモと連携して開催するものです。

※上記の二つの講座は、新型コロナウイルス感染症の状況により、中止になる場合があります。

可児市社会福祉大会

可児市生活サポートセンター
可児市社会福祉協議会内　☎61-2525（直通）
可児市役所福祉支援課内　☎62-1111（内線 3186）

相 談 先

　かにっ子食堂は、土田
地区にある(有)可児設備
のショールームで開催して
いる子ども食堂です。
　「給食みたいなおうち
ごはん」をテーマに、元
給 食センター勤務の管
理 栄 養 士を中心にボラ
ンティアが集まり、家庭で、家族で、給食を楽しん
でもらいたいとの思いで活動しています。
　テイクアウト方式で100食のお弁当を作りますが、
毎回あっという間に予約で埋まってしまうほどの人
気ぶりです！
　あたたかいごはんで家族だんらんしませんか♪

毎月第１月曜日　午後４時～午後７時
※完全予約制
(有)可児設備ショールーム（可児市土田2548-561）
子ども100円（高校生まで）　大人300円
可児さん　090-4231-6197

日　時

場　所

参加費
問合せ先

新設サロンのご紹介

かにっ子食堂かにっ子食堂
ボランティア情報掲示板

障がい者パソコンサポーターの会
　障がいのある方を対象にパソコンについてサポートする
ボランティアです。
　参加者と関わりながら一緒に楽しくパソコンを勉強す
ることができます。今まで教わってきた障がいのある
方も、サポーターとして活躍しています。
　ぜひ一緒に活動してみませんか♪

毎週水曜日　
午後1時30分～午後3時30分
障がい者生活支援センターハーモニー

（可児市福祉センター内）
中本さん　090-5870-9493

活動日時

活動場所

問合せ先


