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かに社協だより 医療講座『暮らしに活かす漢方健康よもやま話』を開催

　今年も１０月１日から赤い羽根共同募金運動がはじまります。
みなさまからお寄せいただいた募金は、可児市内をはじめ岐阜県
内の各種民間社会福祉施設の施設整備費、ボランティア・ＮＰＯ
団体、福祉団体等の行う地域福祉活動費の助成に充てられます。
戸別募金、街頭募金、学校募金、職域募金など地域のみなさま
のご協力をよろしくお願いします。
　また、恒例のカプセル募金を今年も実施します。市内3か所（市
役所、mano、福祉センター）に設置してあるガチャガチャを回す
と、さるぼぼやこころんバッジなど赤い羽根限定グッズが出てき
ます。その他、初音ミクやガールズバンドパーティとコラボしたグッ
ズもありますので、ぜひご協力ください！

　当協議会では、自治会、ボランティア団体、その他地域福祉活動を行う団体など、地域において様々な福祉
活動に取り組む団体に対して、下記の助成金により活動を支援しています。ぜひご活用ください。

赤い羽根共同募金　ご協力のお願い

赤い羽根まちづくり活動助成金

 ・月に2回程度
　（主に土曜日午後5時～）の会議
 ・月に1回程度
　映画祭及びアーラの映画事業
可児市文化創造センター ala
半田さん　0574-60-3311

活動日時

　年に1回開催される「アーラ映画祭」の上映作品の
選定や広報活動、開催当日のお客様対応などを協力
していただけるボランティアを募集しています。映画を
通じて仲間と一緒に楽しんで活動しましょう！

アーラ映画祭実行委員

ボランティア情報掲示板

活動場所

問合せ先

　令和4年4月からみなさまに楽しく元気に長生きを
していただけるようにと願い、自宅にてサロンを開所
しました！
　おしゃべりやお茶を楽しみながら、ゆったりとした
時間を過ごしていただきます。また、毎月すこやか通信
を発行し、衣食住健美に関わる日常生活のちょっとし
た工夫を紹介しています。
参加したい方や気になる方
は気軽にお電話ください。

毎月第2・4水曜日
午後1時～午後4時
1時間ごとの3部制(要予約)
小西さん宅(春里地区センター南)
100円
小西さん　090-2574-7770

日　時

場　所
参加費
問合せ先

日　時
場　所

参加費

問合せ先

毎月第２木曜日　午後１時～午後３時
春里地区センター
無料 
谷中さん　080-6945-3880

新設サロンのご紹介

Nature Protect Forest Circle
～ネイチャープロテクトフォレストサークル～

　中濃大橋下流の木曽川左岸の川原で、竹林の整備
や下草刈り、ゴミ拾い等の環境維持、保全活動をし
ています。
　まずは月に1回の定例会からの参加でも構いませ
ん。空いている時間をつかって、一緒に自然保護の
活動をしてみませんか！

活動場所

活動日時

木曽川左岸の川原

随時（定例会：毎月第2日曜日）
午前10時～午前11時30分
午後2時30分～午後4時

問合せ先 青木さん　090-8733-2360
仲谷さん　090-5861-5394

　ピアノやハーモニカ等の生演奏で、童謡・唱歌・
懐メロなどをみんなで歌います。
　楽しく歌い、心も体も元気になりましょう♪
　サロンの準備や
片付けを手 伝って
くれるボランティア
も募集しています。
　ぜひ一緒に活動
してみませんか！

すこやかサロン　矢戸すこやかサロン　矢戸 歌声サロン愛岐歌声サロン愛岐

問合せ先

　8月5日（金）に可児市ボランティア連絡協議会主催の医療講座が開催されました。
伝承療法長寿健求家 舟橋敏彦氏をお招きし、身近な薬草の種類と効能や、健康につ
いて役立つ情報を教えていただきました。

　可児市ボランティア連絡協議会では、ボランティア同士の交流や情報交換等を目的
として活動しています。興味のある方や入会希望の方は、ご連絡ください。

　　　　地域係　☎62-1555

可児市の令和4年度目標額　15,938,000円

※申請は随時受け付けています。
この助成金は、赤い羽根共同募金の配分を活用しています。

●福祉のまちづくり助成金
・福祉に関する地域交流・多世代交流や支え合い活動の立上げ、実施など

・誰でも参加でき、参加者が１０人以上であること
・市や地区社協から助成金を受けていないこと

・上限20,000円で必要な金額（1団体につき年間2回まで利用可）

対象活動

助成条件

金　　額

●ふれあい・いきいきサロン普及助成金
・ふれあい・いきいきサロン活動
  （主に高齢者などの閉じこもりの予防や心身の健康維持、住民同士の交流を深めること
  を目的として、地域において定期的に「集いの場」を開催する活動）
・月1回程度開催すること
・誰でも参加でき、参加者が3人以上であること
・市や地区社協から助成金を受けていないこと

・年間30,000円以内（1か月当たり2,500円以内）

対象活動

助成条件

金　　額

　地域係　☎62-1555問合せ先



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
福祉用具の貸し出し
　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
福祉用具を貸し出します。
●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

（9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。）

福祉ドキドキ・わくわく体験を開催！

老人福祉センター福寿苑に
喫茶店がオープン！

災害救助犬ってどんな犬？ 認知症キッズサポーターになろう！

チャレンジ★ゴールボール！ 被災写真洗浄ボランティア体験

福祉功労者表彰　受賞者報告

可児市社会福祉協議会 会長表彰

日本赤十字社表彰　

＜公的社会福祉事業奉仕者＞
　多年にわたり、人権擁護委員として人権啓発活動を通じ、
社会福祉の向上のために尽くされました。
●堀井 玲子　●若宮 修司
　多年にわたり、民生児童委員・主任児童委員として社会
福祉の向上のために尽くされました。
●三浦 恭義　　●藤村 祐子　　●木村 政康
●平野 澄子　　●奥村 由美子　●谷田 勲
●西田 壽久　　●指輪 匠　　　●髙橋 敏成
●西村 陽雄　　●田口 公平　　●渡邉 鈴子
●若尾 孝允　　●増田 裕子　　●永瀬 重吉

＜社会福祉事業施設又は社会福祉事業団体の役職員、職員＞
　多年にわたり、社会福祉事業団体の役員として、社会
福祉の向上のために尽くされました。　
●大原 昱夫　　●小西 澄子　　●一柳 理恵子
●宮嶋 清美　　●山口 由美子

　多年にわたり、多額の募金を寄せられました。

＜募金45年＞
●可児市職員互助会

＜募金40年＞
●可児市赤十字奉仕団

＜募金30年＞
●可児ライオンズクラブ 

＜募金25年＞ 
●株式会社アイキ　 ●有限会社亀谷電気商会
●株式会社中濃　　●株式会社橋本

＜募金20年＞
●オークマ株式会社

＜募金15年＞ 
●株式会社ケーブルテレビ可児 
●すみれ楽園職員一同
●有限会社田中新聞舗 ●株式会社富士ノ井
●株式会社丸統建

＜募金10年＞
●株式会社サカエ屋 ●有限会社服部商事
●吉田整備株式会社

＜募金5年＞
●有限会社芦苅商店 ●株式会社栗山組 可児営業所
●有限会社佐藤新聞舗 ●株式会社大桜産業
●株式会社林事務所 ●まごころ弁当 美濃太田店
●株式会社溝口営繕 ●三宅鉄工株式会社
●株式会社ユニオン・オート・ワークス 

 

　多年にわたり、多額の会費を寄せられました。

＜銀色有功章＞
●日下部 そよ子
●社会福祉法人愛児会 すみれ楽園

＜表彰状＞
●株式会社サンシュー ●有限会社服部商事
●有限会社菱川農場 ●御嵩運輸有限会社

　多年にわたり、赤十字奉仕団活動に従事され、その
功労が顕著で他の模範となっています。

＜金色有功章（奉仕団）20年＞
●須藤 章恵

＜銀色有功章（奉仕団）15年＞
●岩井 里子　　●奥村 和子　　●田口 多恵子
●西川 章子　　●林 清子

＜感謝状（奉仕団）10年＞
●加藤 節子　　●亀谷 富士子　●田岡 時代
●豊場 佳子　　●西川 祥子

＜社会福祉活動団体＞
　多年にわたり、ボランティア活動に取り組まれ、地域
福祉の向上のために尽くされました。
●長坂助人の会　　 　 ●大森台おしゃべりサロン
●中切いきいきサロン　●姫なごみサロン

＜寄付＞
　多年にわたり、多額の浄財又は物品を寄せられました。

《30年》
●土屋 伊都子

《20年》
●KYB労働組合

《5年》
●福住 尊眞　　●JU岐阜 東濃支部 可児地区
●信和工業株式会社

※各表彰・感謝の基準日は、令和4年４月１日としています。　

岐阜県共同募金会可児市支会 支会長表彰

　令和４年度　可児市社会福祉大会は、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、中止といたしました。表彰
させていただく受賞者のみなさまを、紙面にてご紹介させていただきます。　当協議会では、子どもたちが福祉に関心を持つきっかけづくりとして、夏休み期間中に、市内の小学４～

６年生の親子を対象とした「福祉ドキドキ・わくわく体験」を開催しました。
　今年度は災害救助犬、認知症キッズサポーター、ゴールボール、被災写真洗浄ボランティア体験の４つを
企画し、多くの親子が参加してくれました。
　参加者は、「災害救助犬の仕事の大切さを知れた」「ゴールボールがとても楽しかった！」と話していました。

令和4年度　表彰者の紹介 （敬称略・順不同）

　９月から、老人福祉センター福寿苑内に
喫茶店「Cafeなごみ」が開店しました。
　みなさまのお越しをお待ちしています。

老人福祉センター福寿苑
☎63-3333

夏の福祉講座

生活サポートセンター　☎61-2525問合せ先

営 業 日

営業時間

問合せ先

福寿苑開館日

午前９時３０分～午後２時

※営業日時は変更になる場合があります。
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喫茶店「Cafeなごみ」が開店しました。
　みなさまのお越しをお待ちしています。

老人福祉センター福寿苑
☎63-3333

夏の福祉講座

生活サポートセンター　☎61-2525問合せ先

営 業 日

営業時間

問合せ先

福寿苑開館日

午前９時３０分～午後２時

※営業日時は変更になる場合があります。



●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」

No.
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令和4年10月1日
206

かに社協だより 医療講座『暮らしに活かす漢方健康よもやま話』を開催

　今年も１０月１日から赤い羽根共同募金運動がはじまります。
みなさまからお寄せいただいた募金は、可児市内をはじめ岐阜県
内の各種民間社会福祉施設の施設整備費、ボランティア・ＮＰＯ
団体、福祉団体等の行う地域福祉活動費の助成に充てられます。
戸別募金、街頭募金、学校募金、職域募金など地域のみなさま
のご協力をよろしくお願いします。
　また、恒例のカプセル募金を今年も実施します。市内3か所（市
役所、mano、福祉センター）に設置してあるガチャガチャを回す
と、さるぼぼやこころんバッジなど赤い羽根限定グッズが出てき
ます。その他、初音ミクやガールズバンドパーティとコラボしたグッ
ズもありますので、ぜひご協力ください！

　当協議会では、自治会、ボランティア団体、その他地域福祉活動を行う団体など、地域において様々な福祉
活動に取り組む団体に対して、下記の助成金により活動を支援しています。ぜひご活用ください。

赤い羽根共同募金　ご協力のお願い

赤い羽根まちづくり活動助成金

 ・月に2回程度
　（主に土曜日午後5時～）の会議
 ・月に1回程度
　映画祭及びアーラの映画事業
可児市文化創造センター ala
半田さん　0574-60-3311

活動日時

　年に1回開催される「アーラ映画祭」の上映作品の
選定や広報活動、開催当日のお客様対応などを協力
していただけるボランティアを募集しています。映画を
通じて仲間と一緒に楽しんで活動しましょう！

アーラ映画祭実行委員

ボランティア情報掲示板

活動場所

問合せ先

　令和4年4月からみなさまに楽しく元気に長生きを
していただけるようにと願い、自宅にてサロンを開所
しました！
　おしゃべりやお茶を楽しみながら、ゆったりとした
時間を過ごしていただきます。また、毎月すこやか通信
を発行し、衣食住健美に関わる日常生活のちょっとし
た工夫を紹介しています。
参加したい方や気になる方
は気軽にお電話ください。

毎月第2・4水曜日
午後1時～午後4時
1時間ごとの3部制(要予約)
小西さん宅(春里地区センター南)
100円
小西さん　090-2574-7770

日　時

場　所
参加費
問合せ先

日　時
場　所

参加費

問合せ先

毎月第２木曜日　午後１時～午後３時
春里地区センター
無料 
谷中さん　080-6945-3880

新設サロンのご紹介

Nature Protect Forest Circle
～ネイチャープロテクトフォレストサークル～

　中濃大橋下流の木曽川左岸の川原で、竹林の整備
や下草刈り、ゴミ拾い等の環境維持、保全活動をし
ています。
　まずは月に1回の定例会からの参加でも構いませ
ん。空いている時間をつかって、一緒に自然保護の
活動をしてみませんか！

活動場所

活動日時

木曽川左岸の川原

随時（定例会：毎月第2日曜日）
午前10時～午前11時30分
午後2時30分～午後4時

問合せ先 青木さん　090-8733-2360
仲谷さん　090-5861-5394

　ピアノやハーモニカ等の生演奏で、童謡・唱歌・
懐メロなどをみんなで歌います。
　楽しく歌い、心も体も元気になりましょう♪
　サロンの準備や
片付けを手 伝って
くれるボランティア
も募集しています。
　ぜひ一緒に活動
してみませんか！

すこやかサロン　矢戸すこやかサロン　矢戸 歌声サロン愛岐歌声サロン愛岐

問合せ先

　8月5日（金）に可児市ボランティア連絡協議会主催の医療講座が開催されました。
伝承療法長寿健求家 舟橋敏彦氏をお招きし、身近な薬草の種類と効能や、健康につ
いて役立つ情報を教えていただきました。

　可児市ボランティア連絡協議会では、ボランティア同士の交流や情報交換等を目的
として活動しています。興味のある方や入会希望の方は、ご連絡ください。

　　　　地域係　☎62-1555

可児市の令和4年度目標額　15,938,000円

※申請は随時受け付けています。
この助成金は、赤い羽根共同募金の配分を活用しています。

●福祉のまちづくり助成金
・福祉に関する地域交流・多世代交流や支え合い活動の立上げ、実施など

・誰でも参加でき、参加者が１０人以上であること
・市や地区社協から助成金を受けていないこと

・上限20,000円で必要な金額（1団体につき年間2回まで利用可）

対象活動

助成条件

金　　額

●ふれあい・いきいきサロン普及助成金
・ふれあい・いきいきサロン活動
  （主に高齢者などの閉じこもりの予防や心身の健康維持、住民同士の交流を深めること
  を目的として、地域において定期的に「集いの場」を開催する活動）
・月1回程度開催すること
・誰でも参加でき、参加者が3人以上であること
・市や地区社協から助成金を受けていないこと

・年間30,000円以内（1か月当たり2,500円以内）

対象活動

助成条件

金　　額

　地域係　☎62-1555問合せ先


