
●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

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

※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。

　「契約をする」「何かを買う・売る」「預金を引き出す」などの行為は，いずれも本人の判断能力が必要と
されます。認知症などで判断能力が低下した場合、こうした行為が難しくなります。
　判断力の低下により本人ができなくなった部分を補い、本人の権利を守ることができるのが、成年後見制
度であり、その支援者が成年後見人等です。
　成年後見人等の仕事は大きく分けて「財産管理」と「身上監護」になります。単に財産を管理することに
留まらず、被後見人等の生活を支えることも成年後見人等の役割となります。

　１０月１日から赤い羽根共同募金運動がはじまります。皆さんからお寄
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、
職場募金などでのご協力をよろしくお願いします。
　今年も、カプセル募金（ガチャガチャ）を実施します。1回20０円の
募金で、さるぼぼやFC岐阜バッジなど赤い羽根限定グッズが出てきま
す。市内3か所（市役所、mano、福祉センター）に設置していますので、
ぜひご協力ください！

可児市の目標額　16,342,000円

　この夏、各地区社会福祉協議会の主催で、地区センターにおいて子どもを対象としたイベントが開催
されました。
　どのイベントにもたくさんの子ども達が来てくれ大盛況！
　様々なあそびを通しておじいちゃんおばあちゃんとふれあう様子もあり、世代間交流の場ともなりました。
　子ども達の夏休みの思い出の1つになったかな♪

　「障がい者パソコンサポーターの会」は、平成１２年より活動を始め、サポーターは現在１７名です。
　可児市社会福祉協議会からの委託を受け、障がい者生活支援センターハーモニーで開催されている
パソコン教室の講師として活動しています。
　教室では、様々な障がいをお持ちの方が参加されており、それぞれのペースに合わせてパソコンの
操作ができるように丁寧に指導しています。
　初心者の方でも気軽に参加していただけるアットホームな教室ですので、ぜひご利用ください。

知っておこう！「成年後見制度」❹
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成年後見人等って何をするの？

成年後見人等の具体的な仕事

夏休みの思い出に！みんなで思いっきり遊びました！

財産管理

身上監護

本人に代わって財産の管理を行います。財産を維持することだけでなく処分することも含ま
れています。その内容は日常生活の金銭管理から重要財産の処分まで多岐にわたります。
・通帳や印鑑の管理　　・収入及び支出の管理（年金の受取、税金や公共料金の支払いなど）
・不動産の管理や処分　・遺産相続の手続き　　等
本人が安心して日常生活が送れるように、生活や健康に配慮して、法律行為による支援を
行います。※後見人が直接介護や看護などをすることは含まれていません。
・家賃の支払い　　・契約などの手続き　　・利用サービスの各種手続きや費用の支払い
・医療に関する手続きや受診の支援　　・定期的な訪問などによる生活状況の確認　　等

▲パソコン教室の様子
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in兼山

あそび塾＆
水遊びin帷子

キッズサマー2019
in広見東

毎週水曜日　午後1時30分～ 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）
パソコン８台有（ノートパソコンの持参も可）
障がい者生活支援センターハーモニー　☎６２－５２３１

開催日時
開催場所
その他
問合せ先

午前１０時～１1時３０分
１１月１０日（日）

障がい者パソコンサポーターの会のホームページ
https://psvkani.web.fc2.com/

１１月は、日曜日も開催します！
開催日時

障がい者パソコンサポーターの会
～障がい者を対象としたパソコン教室のお手伝いをしています～

ボランティ
ア団体の紹

介



•紙おむつ（未開封）
•尿取りパッド（未開封）

　令和元年７月16日から令和元年８月31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）

●カラオケ喫茶 歌楽
●今渡台手芸同好会

●清水ケ丘よつば会 青空市場
●公益財団法人田口福寿会

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
　　　　　10月22日（火）は、祝日の為、23日（水）に振替
●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
　ケガ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、車イスや入浴補助用具
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

 

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。
●対象者：市内在住者で、常時又は一時的に普通乗用車
　　　　　等への乗車が困難な方など
●利用料金：無料
　問合せ先：障がい者生活支援センターハーモニー
 　 ☎62-5231

●ゆずります（8月31日現在）
・紙おむつ（未開封）　・尿取りパッド（未開封）　
・４点杖　　　　　　・シルバーカー　　
・差し込み便器　　　・尿器　　
・ポータブルトイレ

福祉用具の

問合せ先：生活サポートセンター
　　　　　☎61-2525

回数券
500円
（6杯分）

10月
2．9．16．23日（水）
11月
6．13．20．27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

紅茶

ご利用お待ちしています

100円～ 200円
100円
100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♥

　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。

善意のこころ、次々と
～義援金のご報告～ 

夏休みに福祉の勉強で来所してくれました！
　市内の小学生が曾祖母の介護をきっかけに、介護保険の仕組
みや、ケアマネジャーの仕事について興味をもち、勉強に来ま
した。ケアマネジャーから仕事の内容を聞いたり、福寿苑デイサー
ビスセンターの見学をしました。
　このように、社会福祉協議会では、福祉に関する勉強のお手
伝いをしています。
　福祉について知りたいこと、学びたいことがあればお気軽に
お問合せください！

令和元年9月10日現在
●東日本大震災義援金

受付期間／令和2年3月31日まで金額30,046,349円

●平成28年熊本地震災害義援金
受付期間／令和2年3月31日まで金額3,727,131円

●平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
受付期間／令和2年3月31日まで金額303,913円

金額475,421円
●平成30年７月豪雨災害義援金

受付期間／令和2年6月30日まで

受付を開始しました
●令和元年８月豪雨災害義援金

受付期間／令和2年2月28日まで

●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日まで金額342,327円

　功績：多年にわたり、多額の会費を寄せられました。
＜銀色有功章＞　
　●株式会社新興設備　●株式会社中濃
＜表彰状＞
　●岩田歯科医院　●四季の味 鈴川　●東濃建物管理株式会社　●とまつレディースクリニック　●日進油圧工業株式会社
　●有限会社ファインフード

　功績：多年にわたり、日本赤十字社岐阜県支部副支部長、可児市地区長として、赤十字活動に携る人たちのために尽力されました。
＜銀色有功章＞
　●冨田 成輝

　功績：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＞
　●磯谷 千代子　●井藤 静香　●大島 篤子　●若尾 松子

＜銀色有功章＞　
　●伊藤 婦美枝　●大澤 邦子 

＜奉仕団感謝状＞
　●岩井 尚子　●岩井 直美　●大前 和子　●小川 一子　●鈴木 寿子　●髙野 てる子　●成瀬 美知子　●舟木 恵子　●渡邉 みゆき  
 

※各表彰・感謝の基準日は、平成31年４月１日としています。

日本赤十字社表彰

第44回  可児市社会福祉大会表彰者報告（敬称略・順不同）

　功績：多年にわたり、多額の募金を寄せられました。
＜募金20年＞　
　●株式会社エーワンパッケージ　●株式会社加藤製作所　●小林工業株式会社　●山二産業株式会社 春里工場　●横山工業株式会社 

＜募金15年＞　
　●北斗総業株式会社

＜募金10年＞
　●社会福祉法人愛児会 すみれ楽園　●可児化成工業株式会社　●株式会社可児自動車学校 

＜募金5年＞　
　●市原産業株式会社　●株式会社カケフホールディングス　●可児電子印刷　●株式会社ハウジングイースト
　●株式会社ピュアウインド美空の郷　●有限会社マルハ電気設備　●早稲田クリニック 
　

岐阜県共同募金会可児市支会 支会長表彰

可児市社会福祉協議会 会長表彰

　功績：多年にわたり、保護司として更生保護活動に、民生児童委員・主任児童委員として社会福祉の増進に尽くされました。　
＜公的社会福祉事業奉仕者＞
　●松田 金一　●竹内 一彦　●大澤 静雄　●渡邉 孝夫　●田口 康雄　●山田 智範　●岩田 紀三子　●新村 信子　●湯浅 一男　●髙島 勝
　●齋　 重雄　●中世古 斉吾　●酢谷 一惠　　●錦織 羊一　●中野 正一　●廣瀬 久男　●古賀 敏則　●神谷 正美　　　

　功績：多年にわたり、社会福祉事業団体の役員として、団体の発展のために尽くされました。
＜社会福祉事業施設及び社会福祉事業団体の役職員、職員＞
　●林 昭惠　●鈴木 史朗　●渡邉 光　●丹羽 誠

　功績：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。
＜社会福祉活動団体＞
　●水陽会　●ふれあいサロン絆　●小松坂ふれあいサロン　●広眺ケ丘サロン・三々五々

　功績：高齢者の見守り活動や福祉施設への訪問活動など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。
＜社会福祉活動者＞
　●長瀬 美佐子

　功績：長きにわたり、在宅にて献身的な介護をされました。
＜家族介護者＞　
　●太田 妃登美　●高原 三千男　　

　功績：多年にわたり、多額の浄財又は物品を寄せられました。
＜寄付30年＞　
　●可児市赤十字奉仕団

＜寄付25年＞　
　●ぎふしん愛の募金事務局

＜寄付10年＞　
　●美濃加茂市社会福祉協力会　　　　

＜寄付５年＞　
　●有限会社プロックス カーブスパティオ可児店
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第44回  可児市社会福祉大会表彰者報告（敬称略・順不同）

　功績：多年にわたり、多額の募金を寄せられました。
＜募金20年＞　
　●株式会社エーワンパッケージ　●株式会社加藤製作所　●小林工業株式会社　●山二産業株式会社 春里工場　●横山工業株式会社 

＜募金15年＞　
　●北斗総業株式会社

＜募金10年＞
　●社会福祉法人愛児会 すみれ楽園　●可児化成工業株式会社　●株式会社可児自動車学校 

＜募金5年＞　
　●市原産業株式会社　●株式会社カケフホールディングス　●可児電子印刷　●株式会社ハウジングイースト
　●株式会社ピュアウインド美空の郷　●有限会社マルハ電気設備　●早稲田クリニック 
　

岐阜県共同募金会可児市支会 支会長表彰

可児市社会福祉協議会 会長表彰

　功績：多年にわたり、保護司として更生保護活動に、民生児童委員・主任児童委員として社会福祉の増進に尽くされました。　
＜公的社会福祉事業奉仕者＞
　●松田 金一　●竹内 一彦　●大澤 静雄　●渡邉 孝夫　●田口 康雄　●山田 智範　●岩田 紀三子　●新村 信子　●湯浅 一男　●髙島 勝
　●齋　 重雄　●中世古 斉吾　●酢谷 一惠　　●錦織 羊一　●中野 正一　●廣瀬 久男　●古賀 敏則　●神谷 正美　　　

　功績：多年にわたり、社会福祉事業団体の役員として、団体の発展のために尽くされました。
＜社会福祉事業施設及び社会福祉事業団体の役職員、職員＞
　●林 昭惠　●鈴木 史朗　●渡邉 光　●丹羽 誠

　功績：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。
＜社会福祉活動団体＞
　●水陽会　●ふれあいサロン絆　●小松坂ふれあいサロン　●広眺ケ丘サロン・三々五々

　功績：高齢者の見守り活動や福祉施設への訪問活動など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。
＜社会福祉活動者＞
　●長瀬 美佐子

　功績：長きにわたり、在宅にて献身的な介護をされました。
＜家族介護者＞　
　●太田 妃登美　●高原 三千男　　

　功績：多年にわたり、多額の浄財又は物品を寄せられました。
＜寄付30年＞　
　●可児市赤十字奉仕団

＜寄付25年＞　
　●ぎふしん愛の募金事務局

＜寄付10年＞　
　●美濃加茂市社会福祉協力会　　　　

＜寄付５年＞　
　●有限会社プロックス カーブスパティオ可児店



●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

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

※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。

　「契約をする」「何かを買う・売る」「預金を引き出す」などの行為は，いずれも本人の判断能力が必要と
されます。認知症などで判断能力が低下した場合、こうした行為が難しくなります。
　判断力の低下により本人ができなくなった部分を補い、本人の権利を守ることができるのが、成年後見制
度であり、その支援者が成年後見人等です。
　成年後見人等の仕事は大きく分けて「財産管理」と「身上監護」になります。単に財産を管理することに
留まらず、被後見人等の生活を支えることも成年後見人等の役割となります。

　１０月１日から赤い羽根共同募金運動がはじまります。皆さんからお寄
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、
職場募金などでのご協力をよろしくお願いします。
　今年も、カプセル募金（ガチャガチャ）を実施します。1回20０円の
募金で、さるぼぼやFC岐阜バッジなど赤い羽根限定グッズが出てきま
す。市内3か所（市役所、mano、福祉センター）に設置していますので、
ぜひご協力ください！

可児市の目標額　16,342,000円

　この夏、各地区社会福祉協議会の主催で、地区センターにおいて子どもを対象としたイベントが開催
されました。
　どのイベントにもたくさんの子ども達が来てくれ大盛況！
　様々なあそびを通しておじいちゃんおばあちゃんとふれあう様子もあり、世代間交流の場ともなりました。
　子ども達の夏休みの思い出の1つになったかな♪

　「障がい者パソコンサポーターの会」は、平成１２年より活動を始め、サポーターは現在１７名です。
　可児市社会福祉協議会からの委託を受け、障がい者生活支援センターハーモニーで開催されている
パソコン教室の講師として活動しています。
　教室では、様々な障がいをお持ちの方が参加されており、それぞれのペースに合わせてパソコンの
操作ができるように丁寧に指導しています。
　初心者の方でも気軽に参加していただけるアットホームな教室ですので、ぜひご利用ください。

知っておこう！「成年後見制度」❹

赤い羽根共同募金　ご協力のお願い▲魚のつかみどり

▲水鉄砲で的当て

▲けん玉ショー

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

成年後見人等って何をするの？

成年後見人等の具体的な仕事

夏休みの思い出に！みんなで思いっきり遊びました！

財産管理

身上監護

本人に代わって財産の管理を行います。財産を維持することだけでなく処分することも含ま
れています。その内容は日常生活の金銭管理から重要財産の処分まで多岐にわたります。
・通帳や印鑑の管理　　・収入及び支出の管理（年金の受取、税金や公共料金の支払いなど）
・不動産の管理や処分　・遺産相続の手続き　　等
本人が安心して日常生活が送れるように、生活や健康に配慮して、法律行為による支援を
行います。※後見人が直接介護や看護などをすることは含まれていません。
・家賃の支払い　　・契約などの手続き　　・利用サービスの各種手続きや費用の支払い
・医療に関する手続きや受診の支援　　・定期的な訪問などによる生活状況の確認　　等

▲パソコン教室の様子

こども夏まつり
in兼山

あそび塾＆
水遊びin帷子

キッズサマー2019
in広見東

毎週水曜日　午後1時30分～ 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）
パソコン８台有（ノートパソコンの持参も可）
障がい者生活支援センターハーモニー　☎６２－５２３１

開催日時
開催場所
その他
問合せ先

午前１０時～１1時３０分
１１月１０日（日）

障がい者パソコンサポーターの会のホームページ
https://psvkani.web.fc2.com/

１１月は、日曜日も開催します！
開催日時

障がい者パソコンサポーターの会
～障がい者を対象としたパソコン教室のお手伝いをしています～

ボランティ
ア団体の紹

介


