福祉だより

2015 年６月

《№ 135》

ボランティア登録数 /H27.5.15 現在
★個人：154 人

★団体：45 団体

このマークは社会福祉協議会の「社」を図案化し「手をとりあって明るいしあわせな社会を建設する姿」を表現しています。

学生によるボランティア活動

平成 27 年５月４日
（月）土岐美濃焼まつり会場にて、土岐商業高等学校・土岐紅陵高等学校
の生徒による献血の呼掛け活動が行われました。
雨が降る中、来場された方に笑顔で声を掛け、ティッシュを配りながら献血のＰＲをしました。
この活動は、市内の高等学校の生徒さんと土岐市ボランティア連絡協議会が合同で毎年行って
いる活動です。

主な
記事

・平成 27 年度土岐市社会福祉協議会事業計画 ･ 予算 ・ボランティア登録団体紹介 ・職員募集

【発行】土岐市社会福祉協議会 （電話）
0572-57-6661 （住所）〒 509-5202 土岐市下石町 1060 番地
【ＨＰ】http://www.tokishakyo.or.jp
※ この広報紙は共同募金を財源の一部としています
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心のふれあうまちづくりをめざして
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平成27年度 社会福祉法人

土 岐 市 社 会 福 祉 協 議 会 事 業 計 画
1 地域福祉事業
（1）各町社協活動の支援・地域活性ふれあい事業
の推進
（2）福祉団体への支援
（3）ふれあい・いきいきサロン運営支援
（4）子育て支援事業の推進

支部事業
「親子ふれあいウォーキング」

（5）日常生活自立支援事業一部受託
①福祉サービスの利用援助
②日常的金銭管理サービス
③重要書類等の預かりサービス
（6）友愛訪問事業の推進

支部事業
「福祉のつどい」

ふれあい・いきいきサロン活動
「花餅作り」

2 ボランティアセンター事業
（1）ボランティア講座の開催及び推進
（2）福祉協力校事業の推進
（3）ボランティアグループの育成

点字講座

（4）ボランティア保険の加入促進
（5）福祉体験学習事業

福祉体験学習
「高齢者施設と児童の交流」

福祉体験学習
「車イス体験」

3 児童・母子福祉事業
（1）母子・父子家庭等親子旅行
（2）母子・父子福祉センター事業
（3）児童館・児童センター事業（6ヵ所）
児童館
（土岐津・妻木・泉）児童センター
（西部・駄知・肥田）

4 老人福祉事業

児童センター
「親のふれあい工作」

（1）老人福祉センター事業（2ヵ所）
（4）訪問介護事業（1ヵ所）
・西部老人福祉センター
（下石町）
・ときしホームヘルパーステーション（下石町）
・老人福祉センター白寿苑
（駄知町）
（5）要介護（要支援）認定調査事業
（2）居宅介護支援事業（3ヵ所）
（6）家族介護支援事業
・西部在宅介護支援センター
（下石町）
・恵風荘在宅介護支援センター
（駄知町）
・ひだまり在宅介護支援センター
（肥田町）
（3）通所介護事業（4ヵ所）
・ウエルフェア土岐老人デイサービスセンター（下石町）
・すこやか館老人デイサービスセンター
（泉町）
・恵風荘老人デイサービスセンター
（駄知町）
・ひだまり老人デイサービスセンター
（肥田町）
幼児との交流会
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5 障害福祉事業
（1）在宅重度心身障がい児クリスマスプレゼント事
業
（ケーキ券の贈呈）
（2）生活介護事業
（1ヵ所）
・身体障害者デイサービスセンター
（下石町）
（3）児童発達支援事業（1ヵ所）
・土岐市幼児療育センター
（下石町）

（4）居宅介護事業（1ヵ所）
・ときしホームヘルパーステーション（下石町）
（5）就労継続支援 B 型事業（1ヵ所）
・ひだ作業所（肥田町）
（6）指定障害児相談支援事業
（7）指定障害者相談支援事業

6 広報啓蒙活動
（1）社会福祉大会
（2）福祉まつり
（3）福祉だよりの発行
（4）その他広報活動
社会福祉大会

7 援護・相談活動
（1）生活福祉資金貸付事務受託
（2）生活困窮者自立支援事業
（3）介護相談
（4）療育相談

福祉だより発行

（5）機器貸出事業
（6）歳末たすけあい援護事業
（7）土岐市地域包括支援センター相談業務一部受託

8 施設管理
・土岐市総合福祉センター・ウエルフェア土岐
（下石町）
・すこやか館老人デイサービスセンター
（泉町）
・恵風荘老人デイサービスセンター
（駄知町）
・土岐市福祉施設ひだまり
（肥田町）
・土岐市立児童館
児童館
（土岐津／妻木／泉）児童センター
（駄知／肥田）
・土岐市老人福祉センター白寿苑
（駄知町）

平成27年度

土岐市総合福祉センター・ウエルフェア土岐

土岐市社会福祉協議会総予算

予算総額

５６７，
３７６，
３２５ 円
単位：円

法人運営事業

71,592,647

ホームヘルプ事業
（老人、障がい者）

24,577,626

企画・広報事業

3,242,071

在宅介護支援センター事業
（３か所）

26,448,358

助成事業

7,730,228

認定調査事業

12,865,800

社会福祉推進事業

4,082,538

身体障害者デイサービスセンター事業

20,338,779

ボランティアセンター活動事業

1,760,928

特定相談支援事業

共同募金配分金事業

6,807,048

ひだ作業所事業

22,193,086

504,000

幼児療育センター事業

29,735,689

福祉サービス利用援助事業

1,365,000

障がい児相談支援事業

5,820,519

生活困窮者自立支援事業

2,500,000

老人福祉センター事業
（２か所）

9,241,809

21,022,944

児童館・センター事業
（６か所）

66,085,434

生活福祉資金貸付事業

総合福祉センター運営事業
老人デイサービスセンター事業
（４か所）

225,669,017

母子・父子福祉センター事業

3,228,015

564,789

※社会福祉協議会は、社会福祉協議会会費、共同募金配分金、市補助金、市受託金、寄付金、介護保険収入等により事業を実
施しています。
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ボランティアセンター登録団体
土岐手話サークル竹の子

ガイドヘルプ白樺

まめっこ とき

・手話通訳

・外出時の補助

・本読みなどを中心に交流活動

箏曲 寿会

土岐市観光ガイドの会

土岐市図書館 読み聞かせの会

・施設で箏の演奏

・土岐市内の観光ガイド活動

・絵本の読み聞かせ

土岐市老人クラブ連合会女性部

はとポッポ

琴正会

・福祉施設での介助等

・ぬいぐるみを着てイベントの補助

・大正琴を通じてふれあい交流

音訳ボランティア サークルうぐいす

クラブピーシートーキング

伊野川を守る会

・書物の音訳

・パソコンを使い難聴の方を支援

・伊野川の清掃活動

点字クラブ てんとう虫

アトリエ紗華

東北民謡河野会

・書物の点訳

・押し花で楽しく奉仕

・津軽三味線と民謡でふれあい

オールドフレンド ボランティア

妻木大正琴 かなめの会

土岐市日本語支援教室

・老人福祉センターでカラオケ進行

・子どもから高齢者まで琴でふれあい

・多文化共生のための日本語支援

ラヴィ大富

太鼓喜楽

霞プロジェクト

・高齢者へのメイク療法

・太鼓演奏で利用者とふれあい

・歌と語りでつなぐコンサート

土岐商インターアクトクラブ

レスキューハート・土岐

土岐瑞浪瓦葺組合

・地域清掃、施設介助等

・救急救命方法などの指導

・屋根の修理・掃除

NTT−OB志野の会

スイートピーイ

ルナレインボー

・社会奉仕、施設補助等

・施設入所者の外出お手伝い

・福祉施設でのフラダンス交流

三味線 秀しず会

岐阜東濃断酒新生会

NPO法人ニッポン・アクティブ・ライフクラブ（ナルク土岐）

・民謡三味線演奏

・酒害に関する支援活動

・社会奉仕活動

JAとうと助けあい組織ふれあい

秋桜会

高井ボランティア濃南バスサービス

・地域での福祉活動

・福祉施設等でお茶会の手伝い

・濃南地域から西部地域までの送迎サービス

土岐津炎太鼓

駄知ウォーキング・サポーター

土岐市青年団体協議会

・太鼓演奏で施設奉仕

・子どもの下校時の見守り活動

・ボランティア活動を通して広く市民に貢献する

押し花アート土岐

ハラウ･フラ･カレイ･キリカ･オハナ･シャワリリー

北山町ボランティア会（ABCC）

・施設で押し花アート指導

・福祉施設でのフラダンス交流

・北山町内の樹木伐採・道路整備・清掃

土岐尺八愛好会

おりべマジッククラブ

歌遊会

・施設で尺八演奏

・マジック
（手品）
の披露

・歌と寸劇

つつじ会

八彩の会

土岐市生活学校

・施設、学校での手伝い

・福祉施設での行事支援

・社会奉仕活動

個人でボランティアセンターへ
登録されている方もあります !

河川敷清掃

共同募金運動

活動内容は様々で、地域清掃、施設
利用者の外出支援、傾聴、楽器演奏な
ど、自身の特技を活かしたボランティ
ア活動があります。

お問い合わせ：ボランティアセンター（☎ 0572-57-6661）
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平成27年度 母子家庭等親子旅行募集
土岐市母子寡婦福祉連合会と土岐市社会福祉協議会の共催事業として、
「母子家庭など」の親子のふれあい
旅行を実施します。
参加を希望されます方は、申込書を切り取りのうえ、お申込みください。
◆対 象 者 市内在住の「母子・父子・両親のいない世帯」で、幼稚園・小中学校・高等学校・特別支援学
校に在籍しているお子さんとその弟・妹・保護者。
◆行 き 先 東京ディズニーランド
（土） 行先での自由時間
（予定） 午前９時～午後10時
◆旅 行 日 平成27年８月８日
※８日
（土）
の午前2時～3時に出発する予定です。
◆参 加 費 ①母子寡婦福祉連合会会員 一人 8,000円
②上記団体未加入者
一人12,000円
（母子寡婦福祉連合会に加入される場合は8,000円）
※参加確定後、当協議会からご案内文書を送付しますので、指定口座にお振込みください。振
込に係る費用は参加者様のご負担となります。振込後、参加を辞退される場合はキャンセル
料が発生します。
◆申込締切 平成27年７月15日
（水） 午後５時15分 ※締切日必着
◆申込方法 郵送または直接土岐市社会福祉協議会まで。
※直接申込の場合は、月曜日～金曜日の午前８時30分～午後５時15分まで。
◆注意事項 ・申込者多数の場合は、抽選〈平成27年７月16日
（木）
〉とさせていただきますので、ご了承く
ださい。抽選結果は郵送にてご連絡いたします。
・旅行日は、保護者が必ず同伴してください。
・参加申込書には、必要事項をボールペンで必ず記入してください。
・飲食、お土産代などは参加者様のご負担となります。
◆申 込 先 土岐市社会福祉協議会 地域福祉係（☎：0572-57-6661）
〒509-5202 土岐市下石町1060 総合福祉センター・ウエルフェア土岐
この事業は、赤い羽根募金配分金を事業費の一部としています。
キ リ ト リ 線

平成27年度 母子家庭等親子旅行参加申込書
※ 必ずボールペンで記入してください。
フリガナ

旅行当日に同伴する保護者

保護者氏名
フリガナ

学校等・学年・年齢

フリガナ

学校等・学年・年齢

フリガナ

学校等・学年・年齢

子ども氏名

子ども氏名

子ども氏名
電話番号
住

所

（携帯）

（自宅）

（〒

）※番地・アパート名等詳しく記入してください。

※希望する場所の番号を○で囲んでください。

乗車場所

１ 土岐市役所

２ ウエルフェア土岐

３ のうなん保育園駐車場

５ 駄知公民館裏駐車場

６ 泉公民館

７ JR土岐市駅北ロータリー

４ 曽木支所

母子寡婦福祉連合会への加入 ※該当する項目番号を○で囲んでください。
１ 既に加入している

２ 加入を希望している

３ 加入を希望しない
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