
平成31年３月28日、東濃５市（多治見市、瑞浪市、恵那市、中津川市、土岐市）の社会福祉協
議会が集まって大規模災害時の広域支援のための相互協定を結びました。

土岐市社会福祉協議会では災害・減災について考えるセミナーなどを行いながら、市民の皆さん
と一緒に災害に強い街づくりを目指していきます。

減災・防災の取り組み

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31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　・ボランティアセンター登録団体

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】https://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 /H31.4.30 現在
★個人：68人　★団体：60団体

2019年 6月

《№ 155》

主な
記事



（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）
	 〇児童館（土岐津・妻木・泉）
	 〇児童センター（西部・駄知・肥田）

地域福祉事業1

ボランティアセンター事業2

児童・母子・父子等福祉事業3

老人福祉事業4

平成31年度　社会福祉法人

土 岐 市 社 会 福 祉 協 議 会 事 業 計 画

（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）	日常生活自立支援事業
（５）	友愛訪問事業の推進

（１）	老人福祉センター事業（２ヵ所）
	 〇西部老人福祉センター（下石町）
	 〇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）
	 〇西部在宅介護支援センター（下石町）
	 〇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）
	 〇ウエルフェア土岐老人デイサービスセンター

　（下石町）

	 〇すこやか館老人デイサービスセンター（泉町）
	 〇ひだまり老人デイサービスセンター（肥田町）
（４）	訪問介護事業
	 〇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）	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

土岐津町社協「戦国合戦まつり　武者行列」 ふれあいいきいきサロン「泉が丘町ふれあいサロン」鶴里町社協「ほたる祭りコンサート」

デイサービスでの施設交流福祉学び塾（施設体験）

児童センター、老人センター交流事業児童センター行事

ボランティア養成講座

心のふれあうまちづくりをめざして
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平成31年度　土岐市社会福祉協議会予算
収入の部

会費収入 9,411
寄附金収入 1
経常経費補助金収入 76,306
受託金収入 196,048
負担金収入 252
介護保険事業収入 209,496
就労支援事業収入 3,290
障害福祉サービス等事業収入 63,341
受取利息配当金収入 250
その他の収入 761
積立資産取崩収入 10,000
拠点区分間繰入金収入 2,066
サービス区分間繰入金収入 7,965
前期末支払資金残高 24,364

合　　計 603,551

単位：千円

支出の部
人件費支出 435,497
事業費支出 52,567
事務費支出 67,574
就労支援事業支出 3,290
利用者負担軽減額 91
助成金支出 13,509
負担金支出 555
その他の支出 437
拠点区分間繰入金支出 2,066
サービス区分間繰入金支出 7,965
予備費支出 20,000

合　　計 603,551

（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

・土岐市総合福祉センター・ウエルフェア土岐
・すこやか館老人デイサービスセンター
・土岐市福祉施設ひだまり
・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土岐市白寿苑

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

（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
	 〇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
	 〇土岐市幼児療育センター（下石町）

（4）	居宅介護事業
	 〇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
	 〇ひだ作業所（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

（1）	生活福祉資金貸付事務
（2）	生活困窮者自立支援事業
（3）	ひとり親家庭こども学習支援事業

（4）	介護相談
（5）	療育相談
（6）	機器貸出事業

社会福祉大会 福祉まつり

土岐市総合福祉センター・ウエルフェア土岐

心のふれあうまちづくりをめざして
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❖❖❖ボランティアセンター登録団体❖❖❖

【登録する方への注意】登録してもボランティア依頼がなく、実際に活動が無い場合もあります。
登録をご希望される方はウエルフェア窓口までご来所ください。
受付時間：祝日を除く月～金　9時～17時
ボランティアの活動は強制ではありません。できる範囲で依頼を受けるようにしてください。

【依頼する場合の注意】当センターからご紹介する場合、ボランティアさんに対する報酬はありませんが、交通費・
必要備品経費等が必要な場合があります。
危険が伴う、専門的な技術を必要とする場合など、ボランティアで行うことが適当でない場
合はご紹介できません。全てのご希望に添えるわけではありません。
依頼内容が決まったら専用シート「ニーズカード」にご記入いただき、ご提出ください。
※ニーズカードはホームページからダウンロードすることができます。

ボランティアセンターとは…
土岐市内のボランティアをしたい人、ボランティアを頼みたい人をつなぐ場所です。

ボランティアセンターのご紹介ボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアセンターのご紹介センターのご紹介センターのご紹介センターのご紹介センターのご紹介センターのご紹介

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

❷依頼❶登録（団体・個人）

土岐手話サークル竹の子
・手話通訳

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

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

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
・視覚障がい者の外出時の補助など

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PC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

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）

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

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

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

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

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

土岐おやこ劇場
・託児

エイサー美らさ
・琉球太鼓演奏での施設奉仕

こぶしの会
・民舞、歌謡舞踊、盆踊り

リカンターレ
・施設等で合唱（親子）

コーラス　Precious　Heart
・施設等で合唱

和可葉会
・施設等で三味線活動

ときつこども食堂
食事を通して異世代との交流

泉防災士会
防災・減災の啓発DIG・HUG訓練支援など

コール・アミ
施設等で合唱

バナナ・リパブリック　土岐プレミアムアウトレット店
社会奉仕活動（子ども、女性支援）

千曲　匠弥会
日本舞踊での施設奉仕

NPOライフサポート
生き方や人間関係の悩み相談とサポート

肥翔会
民舞での施設奉仕

心のふれあうまちづくりをめざして
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皆さまから寄せていただきました平成30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31年2月16日～4月30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。

土岐市内郵便局 ……………………………………………… 82円切手804枚
土岐市幼児療育センター親の会 …… おさかなコンテナBOX、型はめ（玩具）
土岐市立肥田中学校　生徒会 ………………………………………車イス１台

寄 附 金 ・ 寄 附 物 品

権藤、高橋、岩井 ………………………………………………169g
㈱丸美陶料 ………………………………………………………115g
片山春二 ………………………………………………………… 19g
元屋敷いっぷくしよまい会 …………………………………… 18g
匿名（３件） …………………………………………………… 1,017g

古 切 手

赤い羽根募金による配分（平成31年度事業） 単位：円
団　体　名 配分決定事業 金　額

社会福祉法人聖泉会
ホーリークロスワーク

【車両購入事業】
・利用者の施設外就労先への送迎に係る車両購入 1,500,000

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 55,620

【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

615,955

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

2,605,502

合　　　　　計 3,277,077

歳末たすけあい募金による配分（平成30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 ・在宅重度心身障がい児クリスマスプレゼント 108,582

家族介護者支援 福祉教育支援 ふれあい事業

土岐市内郵便局

匿名 ……………82円切手10枚
匿名 ……………… 文房具一式

共同募金配分事業

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。

ひとりで、悩まず、
お気軽にご相談ください

秘
ひみつ

密厳
げんしゅ

守

相談日時　月～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前８時30分から午後５時15分

相
そうだんむりょう

談無料

●生活・就労サポートセンター土岐
 （土岐市役所福祉課内）

☎0572　―　54　―　1111（内線227）
Ｅ-mail:jiritsu@city.toki.lg.jp

●ウエルフェア土岐
☎0572　―　57　―　6661

生活の不安や心配ごとについて相談
員が一緒に考え、整理しながら、関係
機関と連携し、解決に向けたお手伝い
をします。ご家族など、まわりの方か
らのご相談でも受付します。

・仕事がなかなか

決まらない

・働きたいけど踏

み出せない

仕　事

・ひきこもりが

続いている

・食べ物がない

生　活

をします。ご家族など、まわりの方か

・家賃などが払えない
・家計のやりくりがうまくいかない

お　金

相談・問い合せ先

平成31年３月号（№154）の福祉だよりに掲載いたしました「2019年度　介護者のつどいご案内」
に誤りがございます。次のように訂正致します。
×　第６回　３月20日(金）
○　　　　　３月27日(金)
なお、修正後のチラシはホームページに掲載してあります。

お
　
詫
　
び

心のふれあうまちづくりをめざして
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令和元年８月　母子・父子家庭等親子旅行参加者募集
◆対 象 者 土岐市在住の母子・父子・両親のいない世帯で、平成13年4月2日から平成28年4月1日まで

に生まれた児童とその弟・妹・保護者。
◆行 き 先 大阪　ユニバーサル・スタジオ　ジャパン
◆実 施 日 令和元年8月24日（土）
 会場での滞在時間は午前11時～午後9時を予定
◆参 加 費 1人　10,500円
　　　　　　（飲食・お土産代などは含まれません）
◆申 込 先 どりーむツアー　瑞浪市上平町4－9－1
 TEL 0572-66-1388　FAX 0572-66-1378
 岐阜県知事登録旅行業　第２種‐258号　総合旅行業取扱管理者：和田郁子
 バス会社：セントラルサービス

◆募集定員 40名（先着順）
 申し込み締め切り　令和元年7月18日（木）
 ※当日は必ず保護者の方が同伴してください。
 　保護者の同伴が無い場合はご参加いただけません。
◆そ の 他 申込後のキャンセルはどりーむツアーの約款に基づきキャンセル料が発生します。
 ※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、土岐市社会福祉協議会がどりーむツアー
 　に委託して行うものです。

夏休みを利用して「福祉」の現場をのぞいてみませんか？

令和元年　夏休み福祉体験学習

を開催します。
福
ふ く

祉
し

学
ま な

び塾
じゅく

『福祉』・『介護』ってなんだろう？　施設ってどんなところ？
　　『福祉の現場』に行ってみませんか？
　　　　普段できない体験と素敵な出会いが待っています。

土岐市社会福祉協議会　ボランティアセンター
土岐市下石町1060　☎57-6661　月曜～金曜日（祝日除く）　８：30～17：15

問い合せ先

対　　　象

日　　　時 夏休み期間中（体験内容によって変わります）
プログラム １．手話体験

２．点字体験
３．お年寄り、障がいのある人、子どもの施設の１日体験見学、利用者とのふれあい、
共同作業など

土岐市内の小学校５年生以上

心のふれあうまちづくりをめざして
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