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学習支援ボランティア募集

　昨年度、可児市地域福祉計画と連携して策定に取り組みました「第３期可児市地域福祉活動計画」
が完成しました。
　今年度からは、この計画に基づき、更なる地域福祉の向上のために取り組んでいきます。

　夏休みの宿題や学校の授業の予習、復習など、夏休み中の時間を有意義に使いませんか⁉中学生の皆
さんの学習のお手伝いをします。
※学習塾ではありません。

「私もつくる　みんなで支える　安気なまち　可児」をめざして
第３期　可児市地域福祉活動計画を策定しました！ 

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」

KANI SHAKYO KOKORON

泳サロン「さくらいそう」泳サロン「さくらいそう」
　久々利地区社会福祉協議会が主催するサロンとして、４月より開所しました。
　サロン名の「泳」は、泳宮（くくりのみや）に由来し、「さくらいそう」は、久々利の浅
間山に自生する国の天然記念物の絶滅危惧種のことで、久々利らしさと久々利への思
いが詰まったサロンです。
　どなたでも参加できます。美味しいコーヒーを用意してお待ちしておりますので、ぜひ
お越し下さい。
開催日
時　間

場　所
参加費

毎月第１・第３月曜日
午前９時30分～ 11時30分

久々利地区センター
100円

サロン・ド・ファミリーサロン・ド・ファミリー
　「サロン・ド・ファミリー」は、地域の高齢者がお茶を飲みながら、おしゃべりや交流
を楽しむ場として、平牧地区の吹ケ洞で４月より開所しました。名前には、「家族のよ
うに温かみのあるサロンになるように」という思いが込められています。
　近隣地域の方も参加できます。気軽にご参加下さい。

開催日
時　間

場　所
参加費

毎月第２・第４木曜日
午前10時～正午

吹ケ洞公民館
100円

コーヒーサロン長洞コーヒーサロン長洞
　４月１日（月）に春里地区の長洞にてコーヒーサロン長洞が開所しました。
　「コーヒーサロン長洞」は、集会所の一室を喫茶スペースとして利用し、コーヒーや
お茶菓子などを無料で提供しています。集会所の隣では、毎週グラウンドゴルフが開催
されており、グラウンドゴルフの参加者のみなさんや地域の方をお招きしています。
　お近くの方はぜひお立ち寄りください。
開催日
時　間

場　所
参加費

毎週月曜日
午後1時～ 4時

長洞集会所
無料

　３月２８日（木）に『サロンやっとかめ』が兼山地区センターにて開催されま
した。このサロンは、子どもからお年寄りまで、誰でも集まれる場所があっ
たらいいね、普段顔を合わせない方が久しぶりに会える機会が作れたらい
いね、という声から生まれたものです。
　どうしたら来てくれた方に楽しんでもらえるだろう、と何度も打ち合わせ
を重ねて迎えた当日は、予想を上回る80名近くの方々に来ていただけまし
た。参加者の多くはお年寄りの方々でしたが、お子さんの姿もちらほら。
ロビーのカフェではおしゃべりが弾み、ハーモニカの生演奏で歌を歌ったり、
ゲームや体操で大笑い！久しぶりにお会いした方々からは、「やっとかめやね
～」という言葉があちこちで聞かれ、「童心に返ったみたいで楽しかったよ」
との嬉しい言葉もいただきました♪

●身近な地域での福祉活動の支援
●地域福祉活動を通じた人材の発掘と活用
●ふれあい・いきいきサロンの支援
●地域支え愛ポイント制度の推進
●ボランティアの育成と活動を推進するしくみづくり
●地域における包括支援体制の構築の推進
●ず～っとあんき支援事業の推進
●災害ボランティアセンターの適切な運営

重点的な取り組み

　社会福祉協議会では、夏休み限定でひとり親家庭等の中学生を対象とした学習支援事業を企画しています。
子どもの学びをお手伝いしていただける方を募集します。

中学生の学習の見守り（宿題や自主学習など持参）
可児市福祉センター
令和元年7月末～ 8月末（予定）
毎週月曜日午後４時～午後６時（全6回程度予定）
令和元年6月1日～６月30日
社会福祉協議会窓口にて申込み（ボランティア登録）

活動内容
場　　所
期　　間
頻　　度
募集期間
申 込 先

参 加 費
対 象 者
定　　員
開催期間
申 込 先

学習支援事業に参加する生徒を同時募集！

無料
ひとり親家庭等の中学生
20名
令和元年7月末～ 8月末（予定）
☎62‒1555（地域係）

地区社協の活動紹介

え～え～

新設サロンの紹介

兼山地域交流サロン『サロンやっとかめ』を開催しました！



知っておこう！「成年後見制度」その③

　平成31年3月1日から令和元年5月15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）

●長坂みどり会
物　　　品

●可児福音教会
●広見ダンス
●ぎふしん愛の募金事務局
●土田御前の会・裏千家亀谷宗良

●信和工業㈱
●下恵土地区社会福祉協議会
●美濃加茂市社会福祉協力会

寄　付　金

　成年後見制度は、能力
の段階に応じて3つの類
型があります。どの類型
になるのかは、申し立て
時に医師の診断書を添付
し、家庭裁判所が（必要
な場合は、鑑定を実施の
上）審判します。
　今回はその内容につい
て説明します。

平成31年４月30日現在

善意のこころ、次々と
～義援金のご報告～ 

●東日本大震災義援金
受付期間／令和2年3月31日まで

●平成28年熊本地震災害義援金
受付期間／令和2年3月31日まで

●平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
受付期間／令和元年9月30日まで

　みなさまからお寄せいただいた義援金は、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。

金額30,046,349円

金額3,727,131円

金額165,657円

金額475,421円

●平成29年7月5日からの大雨災害義援金
受付期間／令和2年3月31日まで

●平成30年７月豪雨災害義援金
受付期間／令和元年6月30日まで

金額342,327円

回数券
500円

（6杯分）

6月
 5．12．19．26日（水）
7月
 3．10．17．24日（水）

※都合により、予定が変更になる
場合もあります。

 午後2時～午後3時
 福祉センター 1階ロビー

開店予定

クッキー各種  
コーヒー
  （ホット・アイス）　

アイスクリーム

ご利用お待ちしています

100円

100円

200円

MENU

♥手作りクッキーと
　　　おいしいコーヒーでホッとひといき♥

今年度の重点事業について
　地域福祉活動の推進（法人運営事業拠点）
　　市内14地区において開催している「社会福祉懇話会」について、地域で活動する福祉団体や個人が積

極的に参加できるよう支援の充実を図ります。また、「地域福祉懇話会」を継続して開催していく中で、
課題・ニーズを共有し、それを解決する場となるよう支援します。

　権利擁護事業の推進・生活支援（受託事業拠点）
　　法人後見事業に、親族等の支援が受けられない高齢者等に対する入退院時の支援、死後事務委任な

どを加えた権利擁護事業「ず～っとあんき支援事業」について、利用しやすい制度となるよう検討を行
い、利用の促進を図ります。また、生活困窮者の自立のための相談支援などを行います。

　障がい者の総合相談支援・障がい者施設の適切な運営（受託事業等拠点・障がいサービス事業拠点）
　　障がい者基幹相談支援センター業務について、困難事例の対応、相談事業者の人材育成など、障が

い者の相談支援の中核としての役割を担えるよう更なる充実を図ります。「ふれあいの里可児」では、
障がい者の就労の機会を提供するとともに、重度障がい者に対する介護サービスや機能訓練などによ
る在宅生活の支援を実施します。また、市と運営体制の在り方の協議を進めていきます。

　介護保険事業の健全経営（介護サービス事業拠点）
　　居宅介護支援事業、福寿苑デイサービス事業及び訪問介護事業について、適正な人員配置のもと、

社協として果たすべき役割を勘案し、収益性を考慮しつつ適切な事業運営を進めます。

法人運営事業拠点
9,219万円
●法人運営　★福祉推進
●福祉教育の推進
●地区社協活動の支援

受託事業等拠点
13,356万円
●北部地域包括支援センター
★障がい者生活支援事業
　「ハーモニー」や障がい者基幹相談
　支援センターの運営など
●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

介護サービス事業拠点
10,628万円
★居宅介護支援事業
★福寿苑デイサービス事業
★訪問介護事業
●計画相談事業

障がいサービス事業拠点
9,251万円
★ふれあいの里可児
　　就労継続B型
　　生活介護（支援班、生活班）
※★印が重点事業です。

会費・寄付金
1,354万円
　みなさまからいただいた
　社協会費・寄付等

共同募金配分金
1,051万円
県社協・市補助金収入
5,158万円
受託金収入
11,354万円
　可児市・県社協から委託
　されている各種事業

介護保険事業収入
10,283万円

障がい者総合支援事業収入
9,289万円
就労支援事業収入
1,116万円
その他の収入
1,549万円

収入
（41,154万円）

支出
（42,454万円）

令和元年度 収支予算と事業計画
本人の状態 
類型 後見 保佐 補助

手続きする人（申立人） 
支援する人（保護者）

常に判断能力に欠いている方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など
成年後見人 保佐人 補助人

手続きの時の本人の同意 不要 不要 必要

同
意
権
・

取
消
権 与えられる権限 日常生活に関する

行為以外の行為

不要 不要 不要

不要 必要 必要

民法13条1項所定の行為及び
申立ての範囲内で家庭裁判所
が定める特定の法律行為

申立ての範囲内で家庭裁判所
が定める特定の法律行為（民法
13条1項所定の行為の一部）

本人の同意
代
理
権

責
務

与えられる権限 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
本人の同意

職務

身上配慮義務

本人の生活、療養看護及び
財産に関する事務

付与された同意権・取消権・代理権の範囲における本人
の生活、療養看護及び財産に関する事務

本人の心身の状態及び生活状況に配慮する義務

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：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。

 

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

問合せ先：生活サポートセンター　☎61-2525

●ゆずります（4月30日現在）
•４点杖
•シャワーイス　　　　

福祉用具の

•紙おむつ（未開封）
•尿取りパッド（未開封）

※事業予算と事業計画については、詳細をホームページからご覧になることができます。
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（42,454万円）

令和元年度 収支予算と事業計画
本人の状態 
類型 後見 保佐 補助

手続きする人（申立人） 
支援する人（保護者）

常に判断能力に欠いている方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など
成年後見人 保佐人 補助人

手続きの時の本人の同意 不要 不要 必要

同
意
権
・

取
消
権 与えられる権限 日常生活に関する

行為以外の行為

不要 不要 不要

不要 必要 必要

民法13条1項所定の行為及び
申立ての範囲内で家庭裁判所
が定める特定の法律行為

申立ての範囲内で家庭裁判所
が定める特定の法律行為（民法
13条1項所定の行為の一部）

本人の同意
代
理
権

責
務

与えられる権限 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
本人の同意

職務

身上配慮義務

本人の生活、療養看護及び
財産に関する事務

付与された同意権・取消権・代理権の範囲における本人
の生活、療養看護及び財産に関する事務

本人の心身の状態及び生活状況に配慮する義務

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：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。

 

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

問合せ先：生活サポートセンター　☎61-2525

●ゆずります（4月30日現在）
•４点杖
•シャワーイス　　　　

福祉用具の

•紙おむつ（未開封）
•尿取りパッド（未開封）

※事業予算と事業計画については、詳細をホームページからご覧になることができます。



●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

学習支援ボランティア募集

　昨年度、可児市地域福祉計画と連携して策定に取り組みました「第３期可児市地域福祉活動計画」
が完成しました。
　今年度からは、この計画に基づき、更なる地域福祉の向上のために取り組んでいきます。

　夏休みの宿題や学校の授業の予習、復習など、夏休み中の時間を有意義に使いませんか⁉中学生の皆
さんの学習のお手伝いをします。
※学習塾ではありません。

「私もつくる　みんなで支える　安気なまち　可児」をめざして
第３期　可児市地域福祉活動計画を策定しました！ 

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」

KANI SHAKYO KOKORON

泳サロン「さくらいそう」泳サロン「さくらいそう」
　久々利地区社会福祉協議会が主催するサロンとして、４月より開所しました。
　サロン名の「泳」は、泳宮（くくりのみや）に由来し、「さくらいそう」は、久々利の浅
間山に自生する国の天然記念物の絶滅危惧種のことで、久々利らしさと久々利への思
いが詰まったサロンです。
　どなたでも参加できます。美味しいコーヒーを用意してお待ちしておりますので、ぜひ
お越し下さい。
開催日
時　間

場　所
参加費

毎月第１・第３月曜日
午前９時30分～ 11時30分

久々利地区センター
100円

サロン・ド・ファミリーサロン・ド・ファミリー
　「サロン・ド・ファミリー」は、地域の高齢者がお茶を飲みながら、おしゃべりや交流
を楽しむ場として、平牧地区の吹ケ洞で４月より開所しました。名前には、「家族のよ
うに温かみのあるサロンになるように」という思いが込められています。
　近隣地域の方も参加できます。気軽にご参加下さい。

開催日
時　間

場　所
参加費

毎月第２・第４木曜日
午前10時～正午

吹ケ洞公民館
100円

コーヒーサロン長洞コーヒーサロン長洞
　４月１日（月）に春里地区の長洞にてコーヒーサロン長洞が開所しました。
　「コーヒーサロン長洞」は、集会所の一室を喫茶スペースとして利用し、コーヒーや
お茶菓子などを無料で提供しています。集会所の隣では、毎週グラウンドゴルフが開催
されており、グラウンドゴルフの参加者のみなさんや地域の方をお招きしています。
　お近くの方はぜひお立ち寄りください。
開催日
時　間

場　所
参加費

毎週月曜日
午後1時～ 4時

長洞集会所
無料

　３月２８日（木）に『サロンやっとかめ』が兼山地区センターにて開催されま
した。このサロンは、子どもからお年寄りまで、誰でも集まれる場所があっ
たらいいね、普段顔を合わせない方が久しぶりに会える機会が作れたらい
いね、という声から生まれたものです。
　どうしたら来てくれた方に楽しんでもらえるだろう、と何度も打ち合わせ
を重ねて迎えた当日は、予想を上回る80名近くの方々に来ていただけまし
た。参加者の多くはお年寄りの方々でしたが、お子さんの姿もちらほら。
ロビーのカフェではおしゃべりが弾み、ハーモニカの生演奏で歌を歌ったり、
ゲームや体操で大笑い！久しぶりにお会いした方々からは、「やっとかめやね
～」という言葉があちこちで聞かれ、「童心に返ったみたいで楽しかったよ」
との嬉しい言葉もいただきました♪

●身近な地域での福祉活動の支援
●地域福祉活動を通じた人材の発掘と活用
●ふれあい・いきいきサロンの支援
●地域支え愛ポイント制度の推進
●ボランティアの育成と活動を推進するしくみづくり
●地域における包括支援体制の構築の推進
●ず～っとあんき支援事業の推進
●災害ボランティアセンターの適切な運営

重点的な取り組み

　社会福祉協議会では、夏休み限定でひとり親家庭等の中学生を対象とした学習支援事業を企画しています。
子どもの学びをお手伝いしていただける方を募集します。

中学生の学習の見守り（宿題や自主学習など持参）
可児市福祉センター
令和元年7月末～ 8月末（予定）
毎週月曜日午後４時～午後６時（全6回程度予定）
令和元年6月1日～６月30日
社会福祉協議会窓口にて申込み（ボランティア登録）

活動内容
場　　所
期　　間
頻　　度
募集期間
申 込 先

参 加 費
対 象 者
定　　員
開催期間
申 込 先

学習支援事業に参加する生徒を同時募集！

無料
ひとり親家庭等の中学生
20名
令和元年7月末～ 8月末（予定）
☎62‒1555（地域係）

地区社協の活動紹介

え～え～

新設サロンの紹介

兼山地域交流サロン『サロンやっとかめ』を開催しました！


