
●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」を希望される人は、ご連絡ください。

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

（フェイスブック）

　知的、身体、精神に障がいのある方の日中活動の場として主に作業を行う就労継続支援B型と、日
常生活や社会生活を送ることができるように支援する生活介護の２事業を一体的に行う多機能型の
障がい福祉サービス事業所です。
　平成9年に開所したふれあいの里可児は、可児警察署の西側に位置し、市街地から近く、駅やバ
ス停にも近いため通所しやすいところです。緑のとんがり屋根が目印の建物です。10代から50代
までの方が利用されており、平均年齢は35歳と比較的若い方の利用が多く活気がある施設です。

障がい福祉サービス事業所 ふれあいの里可児

かに社協だより

可児市社協
イメージキャラクター

「こころん」

　作業の内容毎に５班に分かれ、一日5時間の作業をしています。みなさん、とても熱心に取り組んでいます。
　こころんカフェやクッキー販売、リサイクルビンの分別、洗車など施設外での作業も行っています。

焼菓子（クッキー）製造
　国産の材料を使用し、ひとつひとつ心をこめて作るクッキーは、口どけが良くやさしい味です。小
さなお子様も安心して食べていただけます。
　小袋タイプや季節の行事に合わせたクッキーはおやつでも贈り物にしても喜ばれます。カフェレス
ト花泉、可児市多文化共生センターフレビア、かさ家、ササキ美容室、可児市福祉センターにて販売
しています。問合せ先：ふれあいの里可児　　☎61－3711

●就労継続支援B型（定員 30人）

作業班 （定員10人）
　レクリエーション（1回/2週）を取り入れながら作業を
行っています。
　自主製品として、油吸収剤「すいとりくん」を牛乳パック
から作っています。使った油を汚さず捨てることができま
す。夢街道にて販売しています。

支援班 （一日の利用人数10人）
　日常的に介助が必要な方が利用されていま
す。床暖房のある広くて明るい部屋が活動の場
です。専用の車イスごと入れる特殊浴槽での入
浴は安全で快適です。

●生活介護

『傾聴ボランティア講座』を開催！！

菓子箱などの箱折り 自動車部品の組立 CD・DVD解体 ビン分別

　『傾聴』とは、相手の心に寄り添って話を聴くコミュニケーションの手法です。
　人と関わる時に「傾聴の姿勢」があるとより良い人間関係が生まれます。
　現在ボランティア活動をされている方、これから活動を始めたい方、生活の中で
ちょっと聞き上手になりたい方など、どなたでも参加できる講座です。
　「傾聴」の基礎知識や技術を学んで、地域での様々な活動に生かしてみませんか？
開催日：【第１回】平成30年２月27日（火）　【第２回】平成30年３月６日（火）　 
 【第３回】平成30年３月13日（火）　
時　間：午後１時30分～午後４時30分（３時間）
講　師：傾聴ボランティア「みみの木」　　代表　早川　一枝 氏　　
内　容：講義（傾聴の基礎知識について）、実技（傾聴の手法について） など
場　所：可児市福祉センター　２階視聴覚室
参加費：無料
対象者：可児市在住または在勤の方で、全３回の講座を受講できる方
定　員：20人（抽選）

申込方法：
氏名、年齢、住所、電話番号を電話、FAX、Eメール
のいずれかの方法で下記（申込先）までご連絡下さい。
申込締切：平成30年２月20日（火）
申込先：可児市社会福祉協議会　
 ☎62-1555　FAX 62-5342
 Eメール：kanishisyakyo@crux.ocn.ne.jp

平成30年1月20日現在

善意のこころ、次々と
～義援金・救援金のご報告～ 

●東日本大震災義援金
受付期間／平成30年3月31日まで

●平成28年熊本地震災害義援金
受付期間／平成31年3月31日まで

●平成29年台風第18号災害義援金
受付期間／平成30年3月30日まで

心配ごと相談
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。
●日にち：毎週火曜日
●時　間：午後１時～午後４時(受付は３時３０分まで)
●場　所：福祉センター
福祉用具の貸出し（無料）
介護保険など公的なサービスが利用できない方などに対し
て、車イスや入浴用福祉用具などを、短期間（１か月以内）貸
出します。

YYネット（福祉用具のリサイクル）
不要になった福祉用具を「ゆずりた
い人」から「ゆずってほしい人」につ
なぐため、情報の橋渡しをします。
●ゆずりたい（1月10日現在）
•ポータブルトイレ　など
問合せ先：生活サポートセンター
 ☎61-2525

福祉リフトカーの貸出し
車イスで生活されている方や寝たきりの方などを対象に、福
祉リフトカー「やすらぎ号」をお貸しします。
問合せ先：障がい者生活支援センターハーモニー
 ☎62-5231

　みなさまからお寄せいただいた義援金・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す。みなさまのご協力ありがと
うございました。

KANI SHAKYO KOKORON

金額30,023,966円

金額3,707,131円

金額61,727円

●平成29年7月5日からの大雨災害義援金
受付期間／平成30年3月30日まで

●バングラデシュ南部避難民救援金
受付期間／平成30年3月31日まで金額1,500円

●中東人道危機救援金
受付期間／平成30年3月31日まで金額1,500円

金額283,095円

●平成29年台風第21号災害義援金
受付期間／平成30年1月31日まで金額51,812円

　平成29年11月11日から平成30年１月20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）

物　　　品
●一般社団法人可児医師会
●㈲KANI・720 コンコルド720可児皐ケ丘店＋
●KYB労働組合
●日本特殊陶業労働組合　スパークテック東濃支部
●関西電力㈱今渡電力所

物　　　品

●ひろみダンス
●可児市赤十字奉仕団
●可児市赤十字奉仕団　久々利分団
●可児市赤十字奉仕団　川合分団
●可児市赤十字奉仕団　土田分団
●可児市赤十字奉仕団　平牧分団
●可児市赤十字奉仕団　桜ケ丘分団

●可児市仏教会
●今枝稔貴
●KYB労働組合
●天理教　春里分教会
●白鳥文彦・美津子
●カフェレスト花泉

寄　付　金

正規職員・準職員（パート職員）募集！！
　社会福祉協議会では、下記の職員を募集しています。眠っている資格を活かしてわたした
ちと働いてみませんか？みなさんからのご応募をお待ちしています。

●看護師（正・准） ●社会福祉士 ●介護支援専門員
●ホームヘルパー ●介護スタッフ ●障がい者相談支援専門員
※詳しくは直接お問い合わせください。

《問合せ先》☎62－1555　（担当：総務係）

こころんCafe
MENU

クッキー各種
100円～ 200円

コーヒー・紅茶
100円

アイスクリーム　
200円

２月
 7・14・21・28日（水）
３月
 ７・14日（水）
 午後2時～午後3時
 福祉センター 1階ロビー

開店予定

ご利用お待ちしています

※都合により、予定が変更になる
場合があります。



東明小児童と世代間交流を実施

　平成29年度の会員（社員）募集に、温かいご理解・ご協力をいただき、ありがとうございました。みなさんから
お寄せいただいた日赤会費（社費）は、国内外での災害支援活動、赤十字の医療活動、献血活動などに使わせていた
だいています。 （平成29年12月25日現在）

総額 11,974,750円　●一般会費（社費）10,847,750円  ●法人会費（社費）（96件）1,127,000円

　12月8日（金）、東明小学校の児童が総合学習の一環として老人福祉センター
福寿苑に来苑し、地元の緑ヶ丘老人クラブ"万年青会（おもとかい）"と世代間交
流を行いました。
　児童たちは、万年青会のメンバーの前で全身を使い元気な踊りやリコーダー
の演奏を披露。その後、みんなで一緒にけん玉やお手玉、トランプなどのゲー
ムをして楽しみました。
　核家族化の影響もあり、孫たちと接する機会も少なくなった方もいましたが、
当日は元気いっぱいの児童たちの姿に顔がほころび、とても楽しい時間を過ご
しました。

　虹のように美しい愛の架け橋を合言葉に昭和56
年に結成され、37年間安心して暮らせる町にする
ために日々活動しています。
　主に高齢者施設・公共施設での清掃活動や施設
入所者との交流をしています。
＜平成29年度活動実績＞
○公共施設美化
　「可児郷土歴史館」
○施設ボランティア
　「春里苑」

（毎月第1火曜日実施）

　母子寡婦福祉連合会は、ひとり親家庭を対象に
したきらきらぼし子育てサロンを開催しています。
12月17日（日）にはクリスマス会を開催しました。
　関西電力労働組合のお兄さん、お姉さんと一緒
に鬼ごっこをしたり、社協スタッフと〇×クイズ
をしたりして楽しく過ごしました。
　ゆったりできる和室や、おもいっきり体を動か
せる集会ホールを自由解放して、初参加でもすぐ
に仲良くなれる子育てサロンです。

日赤会費（社費）にご協力いただきありがとうございました 虹の会
（ボランティア連絡協議会）

きらきらぼし子育てサロン
クリスマス会を開催！

開催日：毎月第３日曜日
時　間：午前10時～午後3時
場　所：可児市福祉センター
参加費：無料

第４回　ふれあい・いきいきサロン研修会
～和紙で作ろう！手作りおひなさま講座～

　１月15日（月）に第４回ふれあい・いきいきサロン研修会を開催し、３月のひなまつりに向けて、和紙を使っておひな
さまを手作りしました。折り方が難しいところもありましたが、みなさん一生懸命取り組んでいただき、素敵なおひな
さまができあがりました。和紙で作るととっても華やかですね♪
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㈱アシスト物流 ㈱可児自動車学校 西濃急送㈱ ㈱樋口工務店

㈱キング印刷紙工 ㈲可児板金工業所 千賀石油㈱ ㈲菱川農場

KYB ㈱（岐阜北工場） ㈲可児めん ㈱大桜産業 広見ガス㈱

㈲佐々工業所 ㈱甲山製作所 ㈲田中新聞舗 ㈱ピュアウインド美空の郷

㈱陣屋工業 亀井建設㈱ ㈱中特 ㈲ファインフード

㈱ライクスタカギ ㈲亀谷電気商会 ㈱中濃 北斗総業㈱

㈱アイキ ㈱可茂道路 中部クリーン㈱ ㈲マツダ

（福）愛児会すみれ楽園 ㈲カワイ地所 ㈲中部プロパン瓦斯商会 ㈱丸亀工務

㈱青山製作所可児工場 （福）協助会春里苑 中部リケン㈱ ㈲マルハ電気設備

㈲芦苅商店 久々利生産森林組合 TPR株式会社 ㈲三起電気工業

安全防水工事㈱可児営業所 ㈱クラフトウェル トーカイエンジニアリング㈱ 三宅鉄工㈱

市原産業㈱ ㈱ケーブルテレビ可児 東海ミネラル㈱ 宮島鈑金工業㈲

㈱アルミックイマイ KYBロジスティクス㈱ 東岐運輸㈱ ㈱ミリオン建設

㈱岩城 小池土木㈱ ㈱東濃サービス 山ニ産業㈱春里工場

岩田歯科医院 ㈱興亜組 ㈲東濃電着 やまもと企画㈱

㈱ウィズ・ユー ㈱コダマサービス 東和耐火工業㈱岐阜工場 横山工業㈱

㈱エーワンパッケージ 小林工業㈱ ㈱フィルテック 吉田建設㈱

㈱エムテック ㈱小林三之助商店 とまつレディースクリニック 吉田整備㈱

㈲奥田石材店可児営業所 佐伯綜合建設㈱ 日進油圧工業㈱ ㈲楽農楽人

㈲奥村自動車工業 ㈱サカエ屋 ㈿日本ライン花木センター リビング市原商事㈲

㈱カケフホールディングス さくら歯科医院 ㈱庭萬 早稲田クリニック

㈲可児エスコ ㈱サンシュー ㈱ハウジングイースト

可児化成工業㈱ ㈱新興設備 ㈱橋本

可児金融協会 ㈲新成産業 ㈲服部商事

㈳可児市シルバー人材センター 信和工業㈱ 花フェスタ記念公園運営管理グループ

地区名 件　数 金額（円） 地区名 件　数 金額（円） 地区名 件　数 金額（円）

今　渡 1,285 642,500 春　里 1,508 761,000 広見東 559 281,500

川　合 889 444,500 姫　治 952 476,000 広　見 1,729 864,500

下恵土 1,813 908,300 平　牧 2,417 1,208,500 中恵土 583 291,500

土　田 1,474 737,000 桜ケ丘ハイツ 2,056 1,028,000 兼　山 393 215,500

帷　子 5,509 2,757,950 久々利 462 231,000 合　計 21,629 10,847,750

●法人会費（社費）（順不同・敬称略） ■…2口以上の法人

●一般会費（社費）



●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」を希望される人は、ご連絡ください。

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

（フェイスブック）

　知的、身体、精神に障がいのある方の日中活動の場として主に作業を行う就労継続支援B型と、日
常生活や社会生活を送ることができるように支援する生活介護の２事業を一体的に行う多機能型の
障がい福祉サービス事業所です。
　平成9年に開所したふれあいの里可児は、可児警察署の西側に位置し、市街地から近く、駅やバ
ス停にも近いため通所しやすいところです。緑のとんがり屋根が目印の建物です。10代から50代
までの方が利用されており、平均年齢は35歳と比較的若い方の利用が多く活気がある施設です。

障がい福祉サービス事業所 ふれあいの里可児

かに社協だより

可児市社協
イメージキャラクター

「こころん」

　作業の内容毎に５班に分かれ、一日5時間の作業をしています。みなさん、とても熱心に取り組んでいます。
　こころんカフェやクッキー販売、リサイクルビンの分別、洗車など施設外での作業も行っています。

焼菓子（クッキー）製造
　国産の材料を使用し、ひとつひとつ心をこめて作るクッキーは、口どけが良くやさしい味です。小
さなお子様も安心して食べていただけます。
　小袋タイプや季節の行事に合わせたクッキーはおやつでも贈り物にしても喜ばれます。カフェレス
ト花泉、可児市多文化共生センターフレビア、かさ家、ササキ美容室、可児市福祉センターにて販売
しています。問合せ先：ふれあいの里可児　　☎61－3711

●就労継続支援B型（定員 30人）

作業班 （定員10人）
　レクリエーション（1回/2週）を取り入れながら作業を
行っています。
　自主製品として、油吸収剤「すいとりくん」を牛乳パック
から作っています。使った油を汚さず捨てることができま
す。夢街道にて販売しています。

支援班 （一日の利用人数10人）
　日常的に介助が必要な方が利用されていま
す。床暖房のある広くて明るい部屋が活動の場
です。専用の車イスごと入れる特殊浴槽での入
浴は安全で快適です。

●生活介護

『傾聴ボランティア講座』を開催！！

菓子箱などの箱折り 自動車部品の組立 CD・DVD解体 ビン分別

　『傾聴』とは、相手の心に寄り添って話を聴くコミュニケーションの手法です。
　人と関わる時に「傾聴の姿勢」があるとより良い人間関係が生まれます。
　現在ボランティア活動をされている方、これから活動を始めたい方、生活の中で
ちょっと聞き上手になりたい方など、どなたでも参加できる講座です。
　「傾聴」の基礎知識や技術を学んで、地域での様々な活動に生かしてみませんか？
開催日：【第１回】平成30年２月27日（火）　【第２回】平成30年３月６日（火）　 
 【第３回】平成30年３月13日（火）　
時　間：午後１時30分～午後４時30分（３時間）
講　師：傾聴ボランティア「みみの木」　　代表　早川　一枝 氏　　
内　容：講義（傾聴の基礎知識について）、実技（傾聴の手法について） など
場　所：可児市福祉センター　２階視聴覚室
参加費：無料
対象者：可児市在住または在勤の方で、全３回の講座を受講できる方
定　員：20人（抽選）

申込方法：
氏名、年齢、住所、電話番号を電話、FAX、Eメール
のいずれかの方法で下記（申込先）までご連絡下さい。
申込締切：平成30年２月20日（火）
申込先：可児市社会福祉協議会　
 ☎62-1555　FAX 62-5342
 Eメール：kanishisyakyo@crux.ocn.ne.jp

平成30年1月20日現在

善意のこころ、次々と
～義援金・救援金のご報告～ 

●東日本大震災義援金
受付期間／平成30年3月31日まで

●平成28年熊本地震災害義援金
受付期間／平成31年3月31日まで

●平成29年台風第18号災害義援金
受付期間／平成30年3月30日まで

心配ごと相談
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。
●日にち：毎週火曜日
●時　間：午後１時～午後４時(受付は３時３０分まで)
●場　所：福祉センター
福祉用具の貸出し（無料）
介護保険など公的なサービスが利用できない方などに対し
て、車イスや入浴用福祉用具などを、短期間（１か月以内）貸
出します。

YYネット（福祉用具のリサイクル）
不要になった福祉用具を「ゆずりた
い人」から「ゆずってほしい人」につ
なぐため、情報の橋渡しをします。
●ゆずりたい（1月10日現在）
•ポータブルトイレ　など
問合せ先：生活サポートセンター
 ☎61-2525

福祉リフトカーの貸出し
車イスで生活されている方や寝たきりの方などを対象に、福
祉リフトカー「やすらぎ号」をお貸しします。
問合せ先：障がい者生活支援センターハーモニー
 ☎62-5231

　みなさまからお寄せいただいた義援金・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す。みなさまのご協力ありがと
うございました。

KANI SHAKYO KOKORON

金額30,023,966円

金額3,707,131円

金額61,727円

●平成29年7月5日からの大雨災害義援金
受付期間／平成30年3月30日まで

●バングラデシュ南部避難民救援金
受付期間／平成30年3月31日まで金額1,500円

●中東人道危機救援金
受付期間／平成30年3月31日まで金額1,500円

金額283,095円

●平成29年台風第21号災害義援金
受付期間／平成30年1月31日まで金額51,812円

　平成29年11月11日から平成30年１月20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）

物　　　品
●一般社団法人可児医師会
●㈲KANI・720 コンコルド720可児皐ケ丘店＋
●KYB労働組合
●日本特殊陶業労働組合　スパークテック東濃支部
●関西電力㈱今渡電力所

物　　　品

●ひろみダンス
●可児市赤十字奉仕団
●可児市赤十字奉仕団　久々利分団
●可児市赤十字奉仕団　川合分団
●可児市赤十字奉仕団　土田分団
●可児市赤十字奉仕団　平牧分団
●可児市赤十字奉仕団　桜ケ丘分団

●可児市仏教会
●今枝稔貴
●KYB労働組合
●天理教　春里分教会
●白鳥文彦・美津子
●カフェレスト花泉

寄　付　金

正規職員・準職員（パート職員）募集！！
　社会福祉協議会では、下記の職員を募集しています。眠っている資格を活かしてわたした
ちと働いてみませんか？みなさんからのご応募をお待ちしています。

●看護師（正・准） ●社会福祉士 ●介護支援専門員
●ホームヘルパー ●介護スタッフ ●障がい者相談支援専門員
※詳しくは直接お問い合わせください。

《問合せ先》☎62－1555　（担当：総務係）

こころんCafe
MENU

クッキー各種
100円～ 200円

コーヒー・紅茶
100円

アイスクリーム　
200円

２月
 7・14・21・28日（水）
３月
 ７・14日（水）
 午後2時～午後3時
 福祉センター 1階ロビー

開店予定

ご利用お待ちしています

※都合により、予定が変更になる
場合があります。


