
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。

○平成29年度事業計画及び予算　○母子・父子家庭等親子旅行参加者募集　○地区社協活動紹介　○職員募集

５月４日（木）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、
東濃フロンティア高等学校の生徒が、土岐市ボランティア連絡協議会と一緒に献血呼掛
け活動をしました。
来場された方々に笑顔で声を掛け、ティッシュを配りながら献血のＰＲをしました。
献血呼掛け活動は、市内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
で毎年行っています。

学生によるボランティア活動

福祉だより

【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

ボランティア登録数 /H29.4.28 現在
★個人：47人　★団体：51団体
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（1）老人福祉センター事業（2ヵ所）
・西部老人福祉センター（下石町）
・老人福祉センター白寿苑（駄知町）

（2）居宅介護支援事業（2ヵ所）
・西部在宅介護支援センター（下石町）
・ひだまり在宅介護支援センター（肥田町）

（3）通所介護事業（3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）
・ひだまり老人デイサービスセンター（肥田町）

老人福祉事業4

（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

地域福祉事業1

（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

（4）ボランティア保険の加入促進
（5）福祉体験学習事業
（6）自主防災活動に関する講座及び推進

ボランティアセンター事業2

（4）訪問介護事業
・ときしホームヘルパーステーション（下石町）

（5）要介護（要支援）認定調査事業
（6）新規及び変更要介護（要支援）認定調査事業
（7）西部地域包括支援センター事業
（8）家族介護支援事業

（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）

児童・母子・父子等福祉事業3

（4）日常生活自立支援事業
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

（5）友愛訪問事業の推進

平成29年度　社会福祉法人

土 岐 市 社 会 福 祉 協 議 会 事 業 計 画

各町社協活動「肥田町みんなで元気になろまー会」 各町社協活動「蝶の舞うまちづくり」ふれあい・いきいきサロン「世代間交流」

ガイドヘルプ講座福祉体験学習「高齢者疑似体験」

児童センターでの制作活動

点字講座

心のふれあうまちづくりをめざして
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（1）在宅重度心身障がい児クリスマスプレゼント事業
（2）生活介護事業

・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

・土岐市幼児療育センター（下石町）

（4）居宅介護事業
・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
・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

障害福祉事業5

広報啓発活動6

援護・相談活動7

施設管理8

平成29年度　土岐市社会福祉協議会総予算

単位：円

法人運営事業 73,969,906 在宅介護支援センター事業（２ヵ所） 23,971,322

企画・広報事業 4,712,847 認定調査事業 9,890,000

助成事業 7,963,356 西部地域包括支援センター事業 23,036,997

社会福祉推進事業 4,719,529 身体障害者デイサービスセンター事業 24,437,910

ボランティアセンター活動事業 1,667,674 特定相談支援事業 3,224,496

共同募金配分金事業 6,102,873 ひだ作業所事業 23,442,016

生活福祉資金貸付事業 506,000 幼児療育センター事業 30,148,446

福祉サービス利用援助事業 1,398,500 障がい児相談支援事業 10,760,506

生活困窮者自立支援事業 10,000,000 老人福祉センター事業（２ヵ所） 9,421,073

総合福祉センター運営事業 20,967,678 児童館・センター事業（６ヵ所） 74,513,395

老人デイサービスセンター事業（３ヵ所） 177,986,533 母子・父子福祉センター事業 644,126

ホームヘルプ事業（老人、障がい者） 23,324,299

予算総額 ５６６，８０９，４８２ 円

（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

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

・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）
・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

（5）機器貸出事業
（6）歳末たすけあい援護事業

社会福祉大会

土岐市総合福祉センター・ウエルフェア土岐

福祉だより発行

心のふれあうまちづくりをめざして
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お問い合わせ：ボランティアセンター（☎0572-57-6661）

❖❖❖❖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
・手話通訳

箏曲 寿会
・施設で箏の演奏

土岐市老人クラブ連合会女性部
・福祉施設での介助等

音訳ボランティア サークルうぐいす
・書物の音訳

点字クラブ てんとう虫
・書物の点訳

オールドフレンド ボランティア
・老人福祉センターでカラオケ進行

ラヴィ大富
・高齢者へのメイク療法

土岐商インターアクトクラブ
・地域清掃、施設介助等

NTT－OB志野の会
・社会奉仕、施設補助等

三味線 秀しず会
・民謡三味線演奏

JAとうと助けあい組織ふれあい
・地域での福祉活動

土岐津炎太鼓
・太鼓演奏で施設奉仕

押し花アート土岐
・施設で押し花アート指導

土岐尺八愛好会
・施設で尺八演奏

つつじ会
・施設、学校での手伝い

ガイドヘルプ白樺
・外出時の補助

土岐市観光ガイドの会
・土岐市内の観光ガイド活動

クラブピーシートーキング
・パソコンを使い難聴の方を支援

アトリエ紗華
・押し花で楽しく奉仕

太鼓喜楽
・太鼓演奏で利用者とふれあい

レスキューハート・土岐
・救急救命方法などの指導

スイートピーイ
・施設入所者の外出お手伝い

岐阜東濃断酒新生会
・酒害に関する支援活動

秋桜会
・福祉施設等でお茶会の手伝い

駄知ウォーキング・サポーター
・子どもの下校時の見守り活動

ハラウ フラ カ レイ キリカ
・福祉施設でのフラダンス交流

おりべマジッククラブ
・マジック（手品）の披露

まめっこ とき
・本読みなどを中心に交流活動

土岐市図書館 読み聞かせの会
・絵本の読み聞かせ

琴正会
・大正琴を通じてふれあい交流

伊野川を守る会
・伊野川の清掃活動

東北民謡河野会
・津軽三味線と民謡でふれあい

土岐市日本語支援教室
・多文化共生のための日本語支援

霞プロジェクト
・歌と語りでつなぐコンサート

土岐瑞浪瓦葺組合
・屋根の修理・掃除

フラダンスサークル プア･ロケラニ
・福祉施設でのフラダンス交流

ナルク土岐（NPO法人ニッポン・アクティブ・ライフクラブ）
・社会奉仕活動

高井ボランティア濃南バスサービス
・濃南地域から西部地域までの送迎サービス

北山町ボランティア会（ABCC）
・北山町内の樹木伐採・道路整備・清掃

歌遊会
・歌と寸劇

土岐市生活学校
・社会奉仕活動

友輪会
・イベント設営・掃除など

ベビーブック
・乳幼児に対する読み聞かせ

ハワイアンフラ・プナヘレ
・福祉施設でのフラダンス交流

夢屋 土岐店
・福祉施設、公共施設等の清掃活動

エアロビクスサークル 笑
・福祉施設での音楽体操

NPOグリーンバードGAP土岐チーム
・地域での清掃活動・ゴミ拾い

朗読の会
・施設で落語劇交流

おりべの里いきいき体操
・認知症予防体操

とうせいハーモニカクラブ
・懐かしの曲をハーモニカでお届け

パールの会
・施設等でお茶会

平成29年４月28日現在
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※ボランティア活動は、強制ではないため、ボランティアさんの支援を必要とする依頼に応えられない場合があります。
❶登録……ボランティア登録カードで手続きをします。 ❷依頼……ボランティアニーズカードで手続きをします。
上記の❶・❷は、土岐市社会福祉協議会ホームページからダウンロードできます。
ホーム　＞　ボランティアについて　＞　ボランティアセンター

❸活動の紹介

ボランティア登録者・団体

ボランティアセンター

ボランティア活動を
希望する方

ボランティアさんの支援を
必要としている方・団体など

❹活動
※強制ではありません

❷依頼❶登録（団体・個人）

ボランティア活動　の　流れ

デイサービスデイサービスののボランティアボランティアさんさんをを募集募集します。します。
内　　容　・ご利用者の話し相手

・お茶出し
・入浴後の頭髪乾燥（ドライヤーかけ）
・趣味活動（囲碁、将棋、書道、折り紙、手芸、編み物、工作　等）
・ぬりえや脳トレーニングのサポート

活動日時　月～土曜日の９：30～11：30
募集資格　特になし（ボランティアに意欲的な方、初心者の方大歓迎）

内　　容　楽器演奏、手品、歌、寸劇、踊り、カラオケ、朗読、紙芝居、
園芸　等の披露

活動日時　不定期（ボランティアセンターから依頼）
14：00～14：30

募集資格　特になし

内　　容　外出支援（歩行可能な方の見守り・車椅子介助）
・市内ショッピングセンター
・市内公園　等の散策
・喫茶店　等

活動日時　不定期（ボランティアセンターから依頼）
14：00～15：00

募集資格　特になし（希望者には事前に車椅子介助の講習を行います）

内　　容　喫茶会のお手伝い（コーヒー、紅茶　等の提供）
活動日時　毎月１週間（ボランティアセンターから依頼）

14：00～15：00
募集資格　特になし（喫茶店　等の経験者大歓迎）

申し込み・問い合わせ　　土岐市下石町 1060番地　土岐市社会福祉協議会　事業課（☎ 57-6661）

心のふれあうまちづくりをめざして
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共同募金配分事業共同募金配分事業
皆さまから寄せていただきました平成28年度共同募金は、社会福祉法人岐阜県共同募金会により、次のと
おり配分が決定されました。

平成29年3月1日～4月28日（敬称略・順不同）

尊い善意のご寄附をいただきました。心からお礼申し上げます。

名古屋ヤクルト …………………… 44,460円
東濃信用金庫泉支店 …………………7,016円
土岐市内郵便局 …………… 82円切手 648枚

寄 附 金 ・ 寄 附 物 品

ガイドヘルプ白樺 ………………………214ｇ
昭和建物管理東濃支社 ………………… 60ｇ
東濃信用金庫駄知支店 ………………… 15ｇ
匿名（１名） …………………………… 34ｇ

古 切 手

赤い羽根募金による配分（平成29年度事業） 単位：円
団　体　名 配分決定事業名 金　額

社会福祉法人東濃福祉会
東濃ワークキャンパス

【施設改修事業】
・ベーカリー第１作業棟内外装改修 3,240,000

特定非営利活動法人 曖
生活支援ハウスun･un

【機器整備事業】
・洗濯機、電子レンジ、掃除機、冷蔵庫の購入 176,000

社会福祉法人
土岐市社会福祉協議会

【障害児対象福祉事業】
・在宅重度心身障がい児クリスマスプレゼント 57,200

【児童・青少年対象福祉事業】
・福祉教育支援　・福祉体験学習　・母子・父子家庭等親子旅行 592,270

【住民全般対象福祉事業】
・社会福祉大会　　　・福祉まつり　・福祉だより
・ボランティア育成　・機器貸出　　・家族介護者支援
・ふれあい事業　　　・災害関係講座

2,596,705

計 3,246,175
合　　　　　計 6,662,175

歳末たすけあい募金による配分（平成28年度事業） 単位：円
団　体　名 配分決定事業 金　額

土岐市社会福祉協議会
高齢者・児童の慰問 1,847,020
一人暮らし高齢者配食サービス 217,480
シクラメン・防災グッズ贈呈 435,500

合　　　　　計 2,500,000

ふれあい事業（各町社協活動）「流鏑馬行列」介護者のつどい「ベッド上での移動」 福祉体験学習「車イス体験」 機器貸出

肥田中学校 名古屋ヤクルト

肥田中学校 …………………………………………車イス１台
幼児療育センター親の会 ………大型絵本２冊　ボール２個

心のふれあうまちづくりをめざして
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鶴里町・曽木町社会福祉協議会　※地区社協合同事業
『小学校新入学お祝い事業』 4月
濃南小学校へ入学された新１年生に、入学祝いとし
て傘を贈呈しました。
小さな身体に未来の詰まった大きなランドセルを背
負い、雨を傘で防ぎながら前を進むように、どんな困
難にも負けない大人になることを願っています。

募 集 人 数 数名 １名 １名

職 種 登録型ホームヘルパー 運転手 介護員

主な仕事内容

・高齢者や障がい者等に対する排
泄、入浴、食事等、心身の介護
・掃除、洗濯、調理等、生活の援助
等

老人デイサービスセンターへの
送迎、車両の運転や車両の維持・
清掃等。介護員と一緒に利用者様
を安全に乗降・送迎するお仕事で
す。

老人デイサービスセンター（通
所施設ですので夜勤はありませ
ん）での、入浴、排泄、移動等の
介護や送迎、書類の作成等。

勤 務 地
ご自宅から、利用者様宅等へ訪問
していただきます。
※市内南部地区（下石、妻木）で働
ける方を集中的に募集中です。

土岐市福祉施設ひだまり
（肥田町肥田2042-２）

雇　
　
　
　

用

形　　態 登録型ホームヘルパー 日日雇用職員

採 用 日 随　時

休　　日 あなたの都合や当協議会の希望
により調整しながら勤務していた
だきます。
（現在、18：00～翌７：30の勤務は
ありません。）

①日祝日
②月曜日から土曜日までのうちの指定された１日
③12月29日～翌年１月３日

勤務時間 8：15～17：45のうち４時間
（8：15～10：15、15：45～17：45） ８：30～17：15

勤務日数 週４日 週５日

待　
　
　
　

遇

賃　　金 1,000円～1,650円／時間 980円／時間 8,000円以上／日

諸 手 当 訪問１回につき200円支給 なし

賞　　与 なし 年２回（２か月分）

昇　　給 なし あり

加入制度 労災保険 健康保険、厚生年金保険、
雇用保険、労災保険

応　

募　

条　

件

年　　齢 不　問

学　　歴 不　問 高校卒業程度以上

資 格 等
ホームヘルパー２級資格又は

介護職員初任者研修又は介護福祉士
（普通自動車運転免許があればなお
よい）

普通自動車運転免許
（タクシー、バス等旅客運転の業
務経験があればなおよい）　　

普通自動車運転免許

提出書類 登録ヘルパー申込書、
資格証明書 履歴書、資格証明書（普通自動車運転免許証の写し）

選考方法等 応募は随時受付し面接します。募集人数を超過した場合は受付終了となります。

そ の 他 ・採用から３か月は試用期間となります。
・上記の内容は平成29年６月１日現在のものであり、変更になる場合があります。

申し込み・問い合わせ　　土岐市下石町1060番地（ウエルフェア土岐内）土岐市社会福祉協議会　山路（☎57-6661）

一緒に働く仲間を募集しています。

心のふれあうまちづくりをめざして
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平成29年度 母子・父子家庭等親子旅行参加者募集

平成29年度　母子・父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。

キ リ ト リ 線

フリガナ

保護者氏名

※旅行同伴者 続柄・生年月日

フリガナ

子ども氏名

学校等・学年・生年月日

フリガナ

子ども氏名

学校等・学年・生年月日

フリガナ

子ども氏名

学校等・学年・生年月日

電話番号 （携帯）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自宅）

住　　所
（〒509-　　　　）※番地・アパート名等詳しく記入してください。

乗車場所
※希望される乗車場所の番号を○で囲んでください。

１　土岐市役所（第２駐車場）　２　ウエルフェア土岐　　３　のうなん保育園　　４　曽木郵便局横
５　駄知公民館　　　　　　　　６　泉公民館　　　　　　７　JR土岐市駅北ロータリー

※母子寡婦福祉連合会未加入者の方のみご記入ください。該当する番号を○で囲んでください。
　母子寡婦福祉連合会への加入を［　①希望する　　②希望しない　］

◆対　象　者 土岐市在住の母子・父子・両親のいない世帯で、平成11年４月２日から平成26年４月１日ま
でに生まれた児童。その弟・妹・保護者。

◆行　き　先 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
◆実　施　日 平成29年８月19日（土）
◆参　加　費 １人　10,300円　　※納入方法・時期は後日ご連絡します。
◆申込締切 平成29年７月13日（木）　※消印有効
◆申　込　先 土岐市社会福祉協議会　住所：〒509-5202 土岐市下石町1060番地
  電話：0572-57-6661
◆申込方法 次の①または②のどちらかを選択してください。
 ①郵送・・・消印有効
 ②窓口・・・申込先までお越しください
 ※お申込みに係る費用は申込者様のご負担となります。
◆そ　の　他 申込者多数の場合は、抽選にて決定させていただきます。
 旅行当日は、必ず保護者が同伴してください。
 保護者の同伴がない場合は、ご参加いただけません。
 飲食・お土産代などは、参加者様のご負担となります。
 申込書は、必ずボールペンで記入してください。読み取れない文字の場合、ご参加いただけな

い可能性があります。

 ※ご質問等は、申込先までお問い合わせください。
 ※この事業は、赤い羽根募金配分金を財源の一部としています。
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