
ひまわりの家で
ボランティアをしてみませんか？
ひまわりの家で
ボランティアをしてみませんか？
ひまわりの家では、施設での日常や季節行事等をより豊かに、より充実
したものにするため、利用者と交流し、職員と一緒に活動して下さるボ
ランティアを募集しています。皆さんのやれる事、やりたい事、得意な
事をボランティアにしてみませんか。
皆さんのアイディアで活動の提案をしてください。

傾聴講座を開催します！！
目指せ「聴き上手なボランティア」！
「傾聴」という言葉を聞いたことがありませんか？
「聴く」技術を身に付けると、単に話を聞いているよりも深いコミュニケー
ションをとることができるんです！

「何かしてみたい！」と興味を持たれた方、見学も随時受け付けております！

日　　時   平成30年7月14日（土）、21日（土）10時～ 11時30分
受 講 料   無料
対　　象   美濃加茂市民（定員30名）
講　　師   愛知県立大学教育福祉学部　教授　宇都宮　みのりさん
申　　込   美濃加茂市社会福祉協議会（☎28-6111　地域福祉係　担当　麻生・長谷）
　　　　   ※お電話、もしくは社協窓口にてお申し込みください。
申込締切   平成30年7月2日（月）　　　

主　　催   高木アカデミー（美濃加茂市社会福祉協議会はこの研修を支援しています。）
日　　時   土曜日コース　平成30年8月4日（土）～平成30年12月15日（土）
　　　　   9時30分～ 16時30分
会　　場   美濃加茂市総合福祉会館（すこやかタウン美濃加茂）
受 講 料   68,000円（税込）　＊講座修了者には２万円の助成有
対　　象   15歳以上の方ならだれでも
申　　込   美濃加茂市社会福祉協議会（☎28-6111　担当：林）
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「フォークダンスを楽しむ会」
総合福祉会館では高齢者の皆さんを対象とした、健康教室をはじめ各種行事を
行っています。今回は（社）日本フォークダンス連盟公認指導者・大久保隆淑さん
の指導を受け、楽しく体を動かしました。
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P4 平成30年度予算 P7 「ふれあい・いきいきサロン」と「ふれあいミニサロン」

P5 社協総合相談センター紹介 P8  ひまわりの家ボランティア募集・介護職員初任者研修・傾聴講座募集

○編集・発行　美濃加茂市社会福祉協議会
美濃加茂市新池町３－４－１　TEL：0574（28）6111
ホームページ：http://minokamo-shakyo.or.jp　Ｅ-mail：info@minokamo-shakyo.or.jp
この広報誌は、共同募金の配分を受けて発行しています。

（作画：福田 忠久さん）

お問合せ：美濃加茂市社会福祉協議会　☎28-6111　　長谷・赤塚　

例えば…
昼休み等、利用者と一緒に余暇活動。
季節行事の参加交流や活動写真の撮影。
玄関周りの植物の手入れ。
リサイクルの着物生地で、布製品作り。
自主製品の即売会。
夏休みの学生ボランティアによる交流。
作業室や食堂の空き時間の活用等々

8

介護職員初任者研修［通信課程］ ～ヘルパーさんになるための資格講座！！～

ボランティアさん作成の布製品等

気軽にお問い合わせください！



～ 社協会費と地域福祉活動 ～
平成30年度　事業計画

美濃加茂市社会福祉協議会

社協会費は地域福祉活動に使われています
社協会費は、皆様の地域で支部社協が行う地域福
祉事業、小中学校への助成、地域のボランティア
活動の助成、貸出用福祉機器の整備財源として活
用されています。

平成30年度  事業計画（会費を主な財源とする事業）
●支部社協事業の推進（敬老会、見守り活動）
●ふれあい・いきいきサロン活動
●ボランティア研修会、団体助成
●小中学校への福祉教育事業費の助成
●福祉機器（車いす、福祉車両）の貸出
●健康・福祉すこやかフェスティバル、福祉大会
●広報活動

皆さまの会費はこのように活用されています！

美濃加茂市社会福祉協議会は、市民の皆さんのご協力を得ながら地域福祉事業に取り組みます。
（♥の事業は市民の皆さんや企業からご協力いただきました会費などで運営しています）

●赤い羽根共同募金 ●歳末たすけあい運動
●日本赤十字社事業 ●福祉団体への活動助成

●生活福祉資金の貸付
●弁護士による無料法律相談　●結婚相談
●美濃加茂市成年後見･福祉サービス利用支援セン
ター事業　（P5 に詳しく説明しています）

赤い羽根共同募金（ガチャガチャ募金）

福祉ほっこりエピソード表彰・発表

訪問給食サービス

結婚相談
パンフレット

福祉関連事業

●ひとり親家庭ふれあい交流会
●学習支援教室 ●子ども食堂
●福祉標語、福祉ほっこりエピソードの募集
●小中学校などへの出前講座

子どもへの支援

相談支援事業

♥福祉車両貸出（普通ワゴン車、軽車両）
●総合福祉会館
　「すこやかタウン美濃加茂」管理運営
●訪問給食サービス

在宅福祉の支援

ボランティア用
プリンター

♥ボランティア養成講座、研修会
●ボランティア活動保険の加入手続き
♥ボランティア団体への活動費助成
●夏休みボランティア体験（小中学生･高校生対象）

ボランティア活動の支援 高齢者・障がい者の支援

●居宅介護支援（介護サービス計画の作成）
●計画相談支援･障がい児相談支援
　（サービス等利用計画の作成）
●訪問介護（ホームヘルパーの派遣）
●障がい者通所事業所「ひまわりの家」管理運営
●介護予防支援ボランティア事業
●介護予防･健康教室

地域住民

社協事業活動の実施

会　費

支え合い  笑顔あふれる  まちづくり支え合い  笑顔あふれる  まちづくり

視覚障がい者の方の講話 高齢者疑似体験

市内小中学校　福祉教育

ふれあい・いきいきサロン活動

福祉機器（車椅子等）の貸出

平成 30年度予算
総額 332,862 千円

住民参加

地域福祉活動
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金額（千円）

社会福祉法人美濃加茂市社会福祉協議会 予算

■収入の部 332,862（千円） ■支出の部 332,862（千円）

■会費の使いみち

本会が実施している訪問介護事業所（ヘルパー）、居宅介護支援事業
所（ケアマネジャー）、障がい者相談支援センター、成年後見・福祉サー
ビス利用支援センター等の事業所が３月より移転し、「社協総合相談
センター」として高齢者、障がい者及び生活困窮者支援・権利擁護等
を一体的に進めています。

❶生活困窮者支援事業
●生活困窮者家計相談事業
収支のバランスが合わず、税金や保険料
を滞納してしまうなど、お金のやりくり
がうまくいかずに困っている人に、収支
状況の把握をすることで、家計の立て直
しを目指し、最終的にはその人が自立し
た生活を送れるよう支援します。

●生活福祉資金貸付制度
岐阜県社会福祉協議会が実施する生活福
祉資金貸付制度の窓口業務を行います。
必要に応じた資金の貸し付けをするもの
です。（貸付には一定の条件があります）

☎28-5170

❸障がい者相談支援センター
障がい福祉に関する総合・専門的な相談を
受けたり、依頼者が希望する暮らしについ
て一緒に考え、計画を作成して、依頼者が
地域とより良い関係を築くお手伝いをしま
す。さらに市内の相談支援事業所等関係者
と連携し、相談支援のネットワークを強化、
地域の相談支援の充実を目指していきます。

☎28-6556

 

❹居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）
　☎28-1101

❺訪問介護事業所（ヘルパー）　
　☎23-0711

❷成年後見・福祉サービス
　　　　　　　利用支援センター
認知症、知的障がい、精神障がい等で、ひ
とりで福祉サービス等の契約やお金の使い
道を考えたり、決断することが不安な人に
対して、相談や助言、情報提供を行い、可
能な限り本人の思いが実現されるようお手
伝いします。また、契約内容を理解するこ
とが難しいくらい判断能力が低下している
人には、法律面や生活面で支援する「成年
後見制度」等、その人にふさわしい制度を
紹介します。

☎28-1126

社会福祉協議会（社協）は、市民、ボランティア、
福祉関係者などの皆様のご理解・ご協力を得て、
地域の福祉活動を推進している団体です。
皆様からご協力いただきました会費は、地域福
祉の充実のために有効活用させていただきます
ので、ご協力をお願いいたします。

寄付金
1,151　0.3%

補助金
（市･県社協･共同募金会）
48,742　14.6%

法人運営事業
67,534　20.3%

ひまわりの家事業
29,045　8.7%

地域福祉活動
48,459　14.6%

介護・障がい者等事業
104,880　31.5%

総合福祉会館
運営事業
48,991　14.7%

成年後見・生活困窮
支援等事業
33,953　10.2%

受託金（市・県社協）
95,844　28.8%

負担金
1,076　0.3%

事業収入
8,855　2.7%

会費（一般・特別）
15,960　4.8%

就労支援
事業収入
3,494　1.0%

障害福祉
サービス等収入
58,687　17.6%

法人の運営　2,573

支部社協事業の推進　7,606

広報・啓発・表彰事業　2,091

ボランティア・福祉団体活動　833

ふれあい・いきいきサロン事業　724

心配ごと・結婚相談　1,158

その他　975

積立預金
取崩収入
30,966　9.3%

雑収入等
1,739　0.5%

介護保険収入
66,348　19.9%

社協会費

一般の方 一口（年額）    1,000 円
企業･団体･篤志 一口（年額）  10,000 円 

平成30年度

住 所  美濃加茂市深田町三丁目５番８号
　　  （旧サークルＫ）

社協会費にご協力を

お願いします。

社協総合相談センター　紹介社協総合相談センター　紹介

5 4
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あたたかいご寄付  ありがとうございますあたたかいご寄付  ありがとうございます
〈平成30年1月21日～平成30年4月30日まで〉（順不同・敬称略）

〈お願い〉　精米機をこども食堂で必要としています。
　　　　　ご家庭で眠っているものがございましたらお譲り下さい。取りにお伺いします。

福祉に役立てて
●岐阜信用金庫ぎふしん愛の募金
●“小さな善意で大きな愛の輪”
　　　　　アピタ美濃加茂店　店長　日比野臣也
●美濃加茂市社会福祉協力会
●NPO美濃加茂明るい社会づくり運動協議会
　　　　　会長　水畑紀雄
●匿名　4名

香典の一部を

●亡母　藤井君子　藤井邦宜
●亡父　渡邉　勝　渡邉雅宏
●亡父　髙井節夫　髙井俊樹
●亡夫　髙井伸良　髙井光枝
皆様のご逝去を悼み、心からご冥福をお祈りいたします

福祉に役立てて（物品）

●鼓動の会　　　　●土佐　浪子　　　　　　
●安藤理容　　　　●匿名　１名

車椅子を寄付

●森山会　　　　１台
●山手小学校　　１台

ひまわりの家へ

●新生テクノス　　●（株）都筑
●匿名　２名

子ども食堂へ･おにぎりカフェ･学習支援へ

●村瀬　勝美　　 ●カーブスアピタ美濃加茂店
●成松　秋吉　　 ●NPO法人　ジンセン
●SSC株式会社　河田樹人

学校から、地域から…
心のこもったご寄付を
いただきました。

山手小学校

カーブスアピタ美濃加茂店 山之上小学校　被災地へ義援金を寄付

森山会

学校から、地域から…
心のこもったご寄付を
いただきました。

　サロンは、高齢者を中心とした地域住民の交流の場です。定期的に交流することで、認知症の予防などの

介護予防が期待でき、地域の絆も深まります。市内でサロンが増え、それぞれに活動を続けられるように、

社会福祉協議会では活動の支援をしております。

★ サロンへの看護職員派遣（血圧測定、健康についての話、健康体操の指導など）

★ サロンのボランティアを対象にした講座の開催

★ サロンで使用するレクリエーション物品の貸出

★ サロンで活動してもらえる、各種講師やボランティアの紹介

★ サロンに運営補助金を交付（補助金交付のための書類作り等は、お手伝いしますのでお気軽にご相談ください）

　70歳以上の高齢者5人含む地域住民が7人以上参加されるサロンを毎月開催される場合には所定の書類を

提出していただくことで「ふれあい・いきいきサロン」に登録され、補助金の支給を受けることができます。

また、毎月の開催が難しい、人数が集まらない等の場合には「ふれあいミニサロン」として登録ができます。

職員の派遣など、補助金の交付を除く上記の「社会福祉協議会の支援」を利用することができます。5月現在、

市内では「ふれあい・いきいきサロン」が35ケ所、「ふれあいミニサロン」が4ヶ所活動されています。

あなたのまちにも
　「ふれあい・いきいきサロン」と
　　　　　「ふれあいミニサロン」を！

＜問合せ先＞社会福祉協議会　健康推進グループ　　☎28-6111

社会福祉協議会ではどんな支援をしてもらえるの？

「ふれあい・いきいきサロン」と「ふれあいミニサロン」は何が違う？

サロンでは何をするの？

　活動内容は自由で、サロンに

参加されている方の年齢や興味

に合わせて様々な活動が行われ

ています。

市橋いきいきサロン ： 今年の桜は早

かったので、手製の花を添えられて、

花見食事会をされました。
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ひまわりの家で
ボランティアをしてみませんか？
ひまわりの家で
ボランティアをしてみませんか？
ひまわりの家では、施設での日常や季節行事等をより豊かに、より充実
したものにするため、利用者と交流し、職員と一緒に活動して下さるボ
ランティアを募集しています。皆さんのやれる事、やりたい事、得意な
事をボランティアにしてみませんか。
皆さんのアイディアで活動の提案をしてください。

傾聴講座を開催します！！
目指せ「聴き上手なボランティア」！
「傾聴」という言葉を聞いたことがありませんか？
「聴く」技術を身に付けると、単に話を聞いているよりも深いコミュニケー
ションをとることができるんです！

「何かしてみたい！」と興味を持たれた方、見学も随時受け付けております！

日　　時   平成30年7月14日（土）、21日（土）10時～ 11時30分
受 講 料   無料
対　　象   美濃加茂市民（定員30名）
講　　師   愛知県立大学教育福祉学部　教授　宇都宮　みのりさん
申　　込   美濃加茂市社会福祉協議会（☎28-6111　地域福祉係　担当　麻生・長谷）
　　　　   ※お電話、もしくは社協窓口にてお申し込みください。
申込締切   平成30年7月2日（月）　　　

主　　催   高木アカデミー（美濃加茂市社会福祉協議会はこの研修を支援しています。）
日　　時   土曜日コース　平成30年8月4日（土）～平成30年12月15日（土）
　　　　   9時30分～ 16時30分
会　　場   美濃加茂市総合福祉会館（すこやかタウン美濃加茂）
受 講 料   68,000円（税込）　＊講座修了者には２万円の助成有
対　　象   15歳以上の方ならだれでも
申　　込   美濃加茂市社会福祉協議会（☎28-6111　担当：林）

社協みのかも
2018

第166号
6

「フォークダンスを楽しむ会」
総合福祉会館では高齢者の皆さんを対象とした、健康教室をはじめ各種行事を
行っています。今回は（社）日本フォークダンス連盟公認指導者・大久保隆淑さん
の指導を受け、楽しく体を動かしました。

目次目次
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○編集・発行　美濃加茂市社会福祉協議会
美濃加茂市新池町３－４－１　TEL：0574（28）6111
ホームページ：http://minokamo-shakyo.or.jp　Ｅ-mail：info@minokamo-shakyo.or.jp
この広報誌は、共同募金の配分を受けて発行しています。

（作画：福田 忠久さん）

お問合せ：美濃加茂市社会福祉協議会　☎28-6111　　長谷・赤塚　

例えば…
昼休み等、利用者と一緒に余暇活動。
季節行事の参加交流や活動写真の撮影。
玄関周りの植物の手入れ。
リサイクルの着物生地で、布製品作り。
自主製品の即売会。
夏休みの学生ボランティアによる交流。
作業室や食堂の空き時間の活用等々

8

介護職員初任者研修［通信課程］ ～ヘルパーさんになるための資格講座！！～

ボランティアさん作成の布製品等

気軽にお問い合わせください！


