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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。
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検索かにししゃきょう

　社会福祉協議会では、ご自宅でいらなくなった羽毛ふとんを回収しています。
　回収された羽毛ふとんがリサイクルされ、その収益が赤い羽根共同募金を通じて、地域の福祉活動に
生かされます。ぜひ、ご協力ください！

　社会福祉協議会では、子どもの頃からお互いに助け合うやさしい心と生きる力を育む福祉教育を推進
しています。
　そのために、市内の小学校を中心に福祉に関する学習や体験の指導、手話などの専門技術をもつボラン
ティアや講師の紹介などを行い、身近にある福祉のことや自分たちができることなどについて考える機会と
しています。

羽毛ふとんの無料回収始めました▲今渡南小学校
　高齢者疑似体験

▲春里小学校
　聴覚障がい者の講話

▲東明小学校
　車いすテニス選手の講話

▲旭小学校
　車いす体験

▲土田小学校
　身近な福祉についての学習

▲帷子小学校
　送迎ボランティアの講話

～福祉のこころを育むお手伝いをしています～

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

ふ だんの　く らしを　し あわせに

▲広見小学校
　アルミ缶回収による車いすの寄付

▲南帷子小学校
　高齢者疑似体験

▲桜ケ丘小学校　
　視覚障がい者の講話

▲今渡北小学校　
　福祉センターの見学

▲兼山小学校　
　サロン交流会(地域の高齢者との交流)

▲帝京大学可児小学校
　車いすバスケット選手の講話と体験

※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。

❶申立てができる人
　申立てができるのは、法律で定められている次の人に限られています。
　●本人　　●配偶者　　●4親等以内の親族
　●市町村長（本人に親族がいない場合や、親族がいても協力が得られない又は申立てが実行できる人がいない場合など）
　●未成年後見人　　●未成年後見監督人　　●保佐人　　●保佐監督人
　●補助人　　●補助監督人　　●検察官

❷申立ての手続きをする場所　
　　原則として、制度を利用する本人の住所地を管轄する「家庭裁判所」に申立てをします。
　　※住所地が可児市の場合は、「岐阜家庭裁判所御嵩支部」です。
　　※長い期間、施設入所や入院している場合は、住民票に記載の住所に限らず、入所先や入院先を管轄する
　　　家庭裁判所に申立てる場合もあります。

❸申立てに必要な書類
　●申立書　　●付与申立書　　●本人に関する照会書　　●候補者に関する照会書
　●親族関係図　　●親族同意書　　●診断書、診断書附票、鑑定連絡票　　●誓約書
　●本人収支表　　●戸籍謄本　　●住民票　　●登記されていないことの証明書　　

❹申立ての費用
　●申立用収入印紙：８００円分　　●登記用収入印紙：2,600円分
　●郵便切手：4,210円分（切手の組み合わせ、枚数の指定あり）
　●精神鑑定料：50,000円程度（ただし、裁判所から納付依頼があった時に限ります）
※申立ての類型などにより、必要な書類や費用が変わりますので、詳細は家庭裁判所にご相談ください

●羽毛（ダウン）の割合が50％未満の羽毛ふとん
●濡れている物
●羽毛ふとん以外の物（綿・ポリエステルのふとん、ダウンジャケットなど）

●羽毛（ダウン）の割合が50％以上の羽毛ふとん（品質表示を参照）
※穴が開いている物やカバーが汚れている物も回収できます。

回収できる物

回収できない物

社会福祉協議会（可児市福祉センター内）
平日 午前8時30分～午後5時15分

回収場所・時間

可児市環境フェスタ（2月23日：広見地区センター）でも回収いたします。
どうぞ、お気軽にお持ちください！

知っておこう！「成年後見制度」❺

今年度実施した福祉学習・体験等の一例

成年後見制度を利用するには



•紙おむつ（未開封）
•尿取りパッド（未開封）

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
　　　　　2月11日（火）は、祝日の為、12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（1月14日現在）
・紙おむつ（未開封）　・尿取りパッド（未開封）　
・ポータブルトイレ　・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

　社会福祉協議会では、ひとり親家庭等の中学生及び小学生を対象に、学習支援教室を行っています。学校の宿
題や予習・復習など各自勉強道具を持参し、ボランティアのみなさんが学習のお手伝いをします。
※学習塾ではありません。

日赤会費にご協力いただきありがとうございました

毎月第２・第４月曜日　午後５時～午後7時 可児市福祉センター日　時

申込み・問合せ先

場　所 参加費 無料

　学習支援教室では、子どもの学びをお手伝いしていただける方を募集しています。子どもの教育に関心の
ある方など、資格や経験は問いませんので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

学習支援ボランティア同時募集

学習支援教室＜参加者募集＞

　令和元年度の会員募集に、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。みなさまから
お寄せいただいた日赤会費は、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。   
総額 11,576,327円　●法人会費（123件）1,316,000円　●一般会費10,260,327円 　

令和元年度日赤会費（令和2年1月14日現在）

物　　　品

●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　桜ケ丘分団
●広見ダンス

●今枝稔貴
●白鳥文彦・美津子
●カフェレスト花泉
●天理教春里分教会
●信和工業株式会社

寄　付　金

●可児市立東明小学校　●関西電力労働組合今渡支部
●関西電力（株）今渡水力センター

　令和元年11月14日から令和２年１月14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）

2月
 ５.１２.１９.２６日（水）
3月
 ４.１１.１８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

ご利用お待ちしています

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♥

100円

100円

クッキー各種

コーヒー　

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
金額30,109,981円 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
金額3,727,131円 受付期間／令和２年3月31日まで

●平成2９年７月５日からの大雨災害義援金
金額342,327円 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
金額475,421円 受付期間／令和２年6月３０日まで

●平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金
金額308,052円 受付期間／令和２年３月３１日まで

●令和元年８月豪雨災害義援金
金額12,032円 受付期間／令和２年２月２８日まで

●令和元年台風第１５号千葉県災害義援金
金額14,021円 受付期間／令和２年３月３１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。

●令和元年台風第１５号東京都義援金
現在受付中 受付期間／令和２年２月２９日まで

●令和元年台風第１９号災害義援金
金額603,781円 受付期間／令和２年３月３１日まで

令和２年１月1４日現在

☎６２－１５５５（社会福祉協議会）
2口以上の法人 可児化成工業㈱ ㈲新成産業 原田シール技研㈱

㈱キング印刷紙工 可児金融協会 信和工業㈱ ㈱樋口工務店
ＫＹＢ㈱（岐阜北工場） ㈱可児自動車学校 ㈱清香苑 ㈲菱川農場
㈲佐々工業所 ㈲可児板金工業所 千賀石油㈱ ㈱ピュアウインド美空の郷
㈱サンライズ ㈲可児めん ㈱大桜産業 広見ガス㈱
㈱陣屋工業 ㈱カネサン ㈲タイシンテクノ ファーレン東岐阜㈱
㈱アイキ ㈱甲山製作所 ㈲田中新聞舗 ㈲ファインフード
愛岐商事㈱ 亀井建設㈱ ㈱中特 ㈱フィルテック
(福)愛児会すみれ楽園 ㈲亀谷電気商会 ㈱中濃 ㈱富士ノ井
㈱青山製作所製造本部可児工場 ㈱可茂道路 中部クリーン㈱ ㈱豊盛
㈲芦刈商店 ㈲カワイ地所 ㈲中部プロパン瓦斯商会 北斗総業㈱
㈱アシスト物流 岐阜交通東部㈱ 中部リケン㈱ まごころ弁当美濃太田店
安全防水工事㈱可児営業所 (福)協助会春里苑 ＴＰＲ㈱岐阜工場 ㈲マツダ
市原産業㈱ 久々利生産森林組合 テクノタカギ㈱ 丸重産業㈱
㈱岩城 ㈲国枝塗装 東海ミネラル㈱可児工場 ㈱丸統建
岩田歯科医院 ＫＹＢロジスティクス㈱ 東岐運輸㈱ ㈲マルハ電気設備
㈱ウィズ・ユー ㈱ケーブルテレビ可児 ㈱東濃サービス ㈱溝口営繕
梅田建設㈱ 小池土木㈱ 東濃建物管理㈱ 御嵩運輸㈲
梅村工業㈱ ㈱興亜組岐阜事業所 ㈲東濃電着 御嵩クレーン㈱
㈱エーワンパッケージ ㈱コダマサービス 東和耐火工業㈱岐阜工場 ㈲三起電気工業
㈱エムテック 小林工業㈱ トーカイエンジニアリング㈱ 三宅鉄工㈱
オオサキメディカル㈱東海物流センター ㈱小林三之助商店 とまつレディースクリニック ㈱三和木
(福)大森福祉会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐伯綜合建設㈱ 日進油圧工業㈱ 山二産業㈱春里工場
㈲奥田石材店可児営業所 ㈱サカエ屋 (協組)日本ライン花木センター やまもと企画㈱
㈲オクムラ さくら歯科医院 日本ライン観光開発㈱ 横山工業㈱
㈱カケフホールディングス 酒向産婦人科 ㈱庭萬 吉田建設㈱
梶の木内科医院 ㈲佐藤新聞舗 ㈱ハウジングイースト 吉田整備㈱
(税)加藤会計事務所　可児事務所 ㈱サンシュー ㈱橋本 ㈲ライン工業
㈲加藤技研　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歯科加藤クリニック ㈲服部商事 ㈲楽農楽人
㈱加藤製作所 四季の味 鈴川 花フェスタ記念公園運営管理グループ リビング市原商事㈲
㈲可児エスコ ㈱新興設備 ㈱早川不動産 早稲田クリニック

地区名 件数 金　額 地区名 件数 金　額 地区名 件数 金　額
今　渡 1, 264 632,000 春　里 1,434 717,000 広見東 563 281,500
川　合 894 447,000 姫　治 932 466,000 広　見 1,763 881,352
下恵土 1,796 898,000 平　牧 2,389 1,194,500 中恵土 638 319,000
土　田 1,422 711,000 桜ケ丘ハイツ 1,934 967,000 兼　山 393 203,000
帷　子 4,628 2,313,975 久々利 458 229,000 合　計 20,508 10,260,327

●法人会費（五十音順・敬称略）

●一般会費
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100円

100円

クッキー各種

コーヒー　

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
金額30,109,981円 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
金額3,727,131円 受付期間／令和２年3月31日まで

●平成2９年７月５日からの大雨災害義援金
金額342,327円 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
金額475,421円 受付期間／令和２年6月３０日まで

●平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金
金額308,052円 受付期間／令和２年３月３１日まで

●令和元年８月豪雨災害義援金
金額12,032円 受付期間／令和２年２月２８日まで

●令和元年台風第１５号千葉県災害義援金
金額14,021円 受付期間／令和２年３月３１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。

●令和元年台風第１５号東京都義援金
現在受付中 受付期間／令和２年２月２９日まで

●令和元年台風第１９号災害義援金
金額603,781円 受付期間／令和２年３月３１日まで

令和２年１月1４日現在

☎６２－１５５５（社会福祉協議会）
2口以上の法人 可児化成工業㈱ ㈲新成産業 原田シール技研㈱

㈱キング印刷紙工 可児金融協会 信和工業㈱ ㈱樋口工務店
ＫＹＢ㈱（岐阜北工場） ㈱可児自動車学校 ㈱清香苑 ㈲菱川農場
㈲佐々工業所 ㈲可児板金工業所 千賀石油㈱ ㈱ピュアウインド美空の郷
㈱サンライズ ㈲可児めん ㈱大桜産業 広見ガス㈱
㈱陣屋工業 ㈱カネサン ㈲タイシンテクノ ファーレン東岐阜㈱
㈱アイキ ㈱甲山製作所 ㈲田中新聞舗 ㈲ファインフード
愛岐商事㈱ 亀井建設㈱ ㈱中特 ㈱フィルテック
(福)愛児会すみれ楽園 ㈲亀谷電気商会 ㈱中濃 ㈱富士ノ井
㈱青山製作所製造本部可児工場 ㈱可茂道路 中部クリーン㈱ ㈱豊盛
㈲芦刈商店 ㈲カワイ地所 ㈲中部プロパン瓦斯商会 北斗総業㈱
㈱アシスト物流 岐阜交通東部㈱ 中部リケン㈱ まごころ弁当美濃太田店
安全防水工事㈱可児営業所 (福)協助会春里苑 ＴＰＲ㈱岐阜工場 ㈲マツダ
市原産業㈱ 久々利生産森林組合 テクノタカギ㈱ 丸重産業㈱
㈱岩城 ㈲国枝塗装 東海ミネラル㈱可児工場 ㈱丸統建
岩田歯科医院 ＫＹＢロジスティクス㈱ 東岐運輸㈱ ㈲マルハ電気設備
㈱ウィズ・ユー ㈱ケーブルテレビ可児 ㈱東濃サービス ㈱溝口営繕
梅田建設㈱ 小池土木㈱ 東濃建物管理㈱ 御嵩運輸㈲
梅村工業㈱ ㈱興亜組岐阜事業所 ㈲東濃電着 御嵩クレーン㈱
㈱エーワンパッケージ ㈱コダマサービス 東和耐火工業㈱岐阜工場 ㈲三起電気工業
㈱エムテック 小林工業㈱ トーカイエンジニアリング㈱ 三宅鉄工㈱
オオサキメディカル㈱東海物流センター ㈱小林三之助商店 とまつレディースクリニック ㈱三和木
(福)大森福祉会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐伯綜合建設㈱ 日進油圧工業㈱ 山二産業㈱春里工場
㈲奥田石材店可児営業所 ㈱サカエ屋 (協組)日本ライン花木センター やまもと企画㈱
㈲オクムラ さくら歯科医院 日本ライン観光開発㈱ 横山工業㈱
㈱カケフホールディングス 酒向産婦人科 ㈱庭萬 吉田建設㈱
梶の木内科医院 ㈲佐藤新聞舗 ㈱ハウジングイースト 吉田整備㈱
(税)加藤会計事務所　可児事務所 ㈱サンシュー ㈱橋本 ㈲ライン工業
㈲加藤技研　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歯科加藤クリニック ㈲服部商事 ㈲楽農楽人
㈱加藤製作所 四季の味 鈴川 花フェスタ記念公園運営管理グループ リビング市原商事㈲
㈲可児エスコ ㈱新興設備 ㈱早川不動産 早稲田クリニック

地区名 件数 金　額 地区名 件数 金　額 地区名 件数 金　額
今　渡 1, 264 632,000 春　里 1,434 717,000 広見東 563 281,500
川　合 894 447,000 姫　治 932 466,000 広　見 1,763 881,352
下恵土 1,796 898,000 平　牧 2,389 1,194,500 中恵土 638 319,000
土　田 1,422 711,000 桜ケ丘ハイツ 1,934 967,000 兼　山 393 203,000
帷　子 4,628 2,313,975 久々利 458 229,000 合　計 20,508 10,260,327

●法人会費（五十音順・敬称略）

●一般会費



●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

　社会福祉協議会では、ご自宅でいらなくなった羽毛ふとんを回収しています。
　回収された羽毛ふとんがリサイクルされ、その収益が赤い羽根共同募金を通じて、地域の福祉活動に
生かされます。ぜひ、ご協力ください！

　社会福祉協議会では、子どもの頃からお互いに助け合うやさしい心と生きる力を育む福祉教育を推進
しています。
　そのために、市内の小学校を中心に福祉に関する学習や体験の指導、手話などの専門技術をもつボラン
ティアや講師の紹介などを行い、身近にある福祉のことや自分たちができることなどについて考える機会と
しています。

羽毛ふとんの無料回収始めました▲今渡南小学校
　高齢者疑似体験

▲春里小学校
　聴覚障がい者の講話

▲東明小学校
　車いすテニス選手の講話

▲旭小学校
　車いす体験

▲土田小学校
　身近な福祉についての学習

▲帷子小学校
　送迎ボランティアの講話

～福祉のこころを育むお手伝いをしています～

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

ふ だんの　く らしを　し あわせに

▲広見小学校
　アルミ缶回収による車いすの寄付

▲南帷子小学校
　高齢者疑似体験

▲桜ケ丘小学校　
　視覚障がい者の講話

▲今渡北小学校　
　福祉センターの見学

▲兼山小学校　
　サロン交流会(地域の高齢者との交流)

▲帝京大学可児小学校
　車いすバスケット選手の講話と体験

※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。

❶申立てができる人
　申立てができるのは、法律で定められている次の人に限られています。
　●本人　　●配偶者　　●4親等以内の親族
　●市町村長（本人に親族がいない場合や、親族がいても協力が得られない又は申立てが実行できる人がいない場合など）
　●未成年後見人　　●未成年後見監督人　　●保佐人　　●保佐監督人
　●補助人　　●補助監督人　　●検察官

❷申立ての手続きをする場所　
　　原則として、制度を利用する本人の住所地を管轄する「家庭裁判所」に申立てをします。
　　※住所地が可児市の場合は、「岐阜家庭裁判所御嵩支部」です。
　　※長い期間、施設入所や入院している場合は、住民票に記載の住所に限らず、入所先や入院先を管轄する
　　　家庭裁判所に申立てる場合もあります。

❸申立てに必要な書類
　●申立書　　●付与申立書　　●本人に関する照会書　　●候補者に関する照会書
　●親族関係図　　●親族同意書　　●診断書、診断書附票、鑑定連絡票　　●誓約書
　●本人収支表　　●戸籍謄本　　●住民票　　●登記されていないことの証明書　　

❹申立ての費用
　●申立用収入印紙：８００円分　　●登記用収入印紙：2,600円分
　●郵便切手：4,210円分（切手の組み合わせ、枚数の指定あり）
　●精神鑑定料：50,000円程度（ただし、裁判所から納付依頼があった時に限ります）
※申立ての類型などにより、必要な書類や費用が変わりますので、詳細は家庭裁判所にご相談ください

●羽毛（ダウン）の割合が50％未満の羽毛ふとん
●濡れている物
●羽毛ふとん以外の物（綿・ポリエステルのふとん、ダウンジャケットなど）

●羽毛（ダウン）の割合が50％以上の羽毛ふとん（品質表示を参照）
※穴が開いている物やカバーが汚れている物も回収できます。

回収できる物

回収できない物

社会福祉協議会（可児市福祉センター内）
平日 午前8時30分～午後5時15分

回収場所・時間

可児市環境フェスタ（2月23日：広見地区センター）でも回収いたします。
どうぞ、お気軽にお持ちください！

知っておこう！「成年後見制度」❺

今年度実施した福祉学習・体験等の一例

成年後見制度を利用するには


