恵那市社会福祉協議会広報紙

コロコロクラブおわかれかい
大井児童センターで、未就園児親子教室「コロコロクラブ」の終了式を行いました。
大井・中野児童センターでは今年度の入会申し込み受付中です。(4月13日締め切り)

おもな内容
●ボランティア・市民活動支援センターからのお知らせ ・・・・・・・・・・ P2
●恵那市生活・就労サポートセンター事業の紹介 ・・・・
・・・・・・・・・・・・ P３
●寄付、
児童センターからのお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・ P4
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地域福祉の充実に向けて
配分事業募集のお知らせ
共同募金会恵那市支会では、2020年度分共同募金の配分を希望される団体を募集します
対 象 団 体

市内で社会福祉を目的とする事業を行う民間社会福祉団体
社会福祉法人、NPO法人、福祉団体、学童保育実施団体など
(定款及び会則等に社会福祉を目的として設立された団体であることが明記されていること)

配分対象事業

施設の修繕、事業運営に必要な車両購入など
（2020年度実施事業）
※対象とならない事業

・介護保険による介護サービス事業 ・他の補助金を受けて行う事業
・借入金の償還または利息の補てん、運営費及び事業の管理に伴う人件費など
募 集 期 間

平成31（2019）年度4月下旬〜5月下旬（予定）

問 い 合 せ

岐阜県共同募金会恵那市支会(恵那市社会福祉協議会内) TEL 0573-26-5221㈹

この広報紙は共同募金の配分金により作成しています。

恵那市社会福祉協議会広報紙

平成31年4月1日号(No.174)

地域のボランティアさんやボランティア団体の活動
を支援することなどを目的に︑次のような活動をお
こなっています︒

おもな活動

〇ボランティアの育成・支援

傾 聴 や 音 訳 ボ ランティア︑学 生 ボ ランティアな どの育
成支援を行っています︒

〇福祉体験学習の支援

市内の小中学校へ出向き福祉学習のお手伝いをしてい
ます︒

〇災害ボランティアセンターの運営・訓練

災害発生時に備えた各種訓練の実施︒

〇 恵那市ボランティア連絡協議会との連携

市 内 ボ ランティア団 体の連 絡 会 や 活 動 な どの支 援 を
行っています︒

〇ボランティア保険窓口業務

ボランティア活動に関わる保険を取り扱っています︒

〇ボランティア相談業務

ボランティア活動参加のご希望やボランティア募集な
どの相談に応じ︑
マッチング 調(整 を)行います︒

ボランティアを希望する方募集中

ご 相 談 は 随 時 受 付 してお り ま すので︑お 気 軽にお 問い合
わせください︒

ボ
ボランティア・市民活動支援センターへの
※ランティア活動をされる場合は︑
登録をお願いします︒

ボランティア・市民活動支援センターってどんなところ？

活動紹介
平成30年度ボランティア登録件数（平成31年2月末現在)
ボランティア登録団体 ...................................105団体
個人ボランティア登録数 ...................................... 65人
ボランティア相談対応件数 .................................. 62件

ボランティア・
市民活動支援センター
マスコットキャラクター
ボランちゃん

災害ボランティア
センター設置訓練

福 祉 学 習 サ ポート
ボランティア

（9月）

市内小中学校で福祉学習の出前
講座を開催しています。福祉学習を
お手伝いをしてくださるボランティア
さんを随時募集しています。ボランテ
ィアの内容は、高齢者擬似体験や
車いす体験の補助です。詳しい活
動内容や参加方法などについては
下記までお問い合せください。

西日本豪雨災害義援金街頭募金（7月）

集まった義援金(331,344円)は、共同募金会を通じ
て被災地へ送付しました。

問い合せ

福祉フェスティバルへの参加（6月）

毎年健幸フェスタinえな内にて、恵那市ボランティア連絡
協議会と活動紹介や体験イベントなどを行っています。

大規模災害の発生に備
えて、市や社協職員が参
加しての災害ボランティ
アセンター設置運営訓練
を行いました。

高齢者擬似体験

今年度は市内全10校にて、福祉学習の出前講座
を17回実施しました。

恵那市ボランティア・市民活動支援センター TEL 0573-26-5221㈹
(恵那市社会福祉協議会 地域福祉課)
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恵那市生活・就労サポートセンター
相

談

支

援

息子が働かずに
ひきこもって
しまい…
今後を考えると
不安です

事

業

の

紹

介

近くに住んでいる
方が生活に困って
いるみたい…
どこに相談したら
いいかな

体調に不安が
あるけど仕事を
探したい…
どこに相談したら
いいんだろう

「不安」「心配」

生活の
や
を
恵那市生活・就労サポートセンターにご相談ください
恵那市生活・就労サポートセンターでは、
さまざまな
「不安」や「心配」の解消に向けたお手伝いをします。
ご家族やお知り合い
など、
ご本人以外の相談も可能ですので、
お気軽にお電話ください。窓口に来られない方はご自宅にお伺いします。

現在行っている支援事業

自立相談
支援

就労準備
支援

家計改善
支援

個人、家庭、生活で困っているこ
との要因を一緒に探り、自立に
向けた生活の見直しや個人に
合ったサポートを行います。

就労や生活習慣に課題を抱える
方に、就労相談や職場体験など、
就労を目指したサポートを行い
ます。

ついついお金を使い過ぎてしま
う方や、
公共料金の支払いが滞っ
ている方などの家計を一緒に見
直し、
サポートを行います。

相談・問い合せ

恵那市生活・就労サポートセンター

恵那市役所 社会福祉課内 ................ TEL 0573-26-2214(直通)
恵那市福祉センター 地域福祉課内 .... TEL 0573-25-6424(直通)

秘密厳守

相談無料

ぷらっと
ります。
4月10日(水) 13:00〜16:00
明智福祉センター 出張開設が始ま
地域生活支援拠点

地域生活支援拠点「ぷらっと」は、市内の障がいを持つ方やひきこもりの方などが地域で安心して暮らしていける
きっかけづくりの場として、運営を行っています。
4月より明智福祉センターにて毎月第2水曜日(予定)「サテライトぷらっと」を開設します。お気軽にお立ち寄りください。
※本事業は恵那市からの委託を受けて実施しています。

「ぷらっと」のおもな役割

恵那市福祉センター1階のぷらっと室内

問い合せ

気軽に集える場の提供
日常生活における相談
(専門機関への紹介・予約等の支援)
地域生活に必要な経験や社会参加の提供
その他地域において自立した日常生活お
よび社会生活を営むきっかけづくり

利用できる方
市内在住の障がい者
精神的に不調の方
ひきこもりがちな方
日中の居場所を探し
ている方
上記のご家族 など

恵那市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL 0573-26-5221㈹
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ボランちゃん

（H31年2月受付分・順不同）

善意のご寄付

・池戸 孝行 様（中野方町）.......................... 50,000円

・一市民 様................................................ 5,000円

亡 さかゑ様のご冥福をお祈りいたします。中野方支部へ

社会福祉事業へ

・安藤 令子 様（串原）.............................. 100,000円

義援金のご寄付

亡 芳美様のご冥福をお祈りいたします。串原デイサービスへ

・明智小学校児童会一同 様 ...................... 23,210円
熊本地震被災地へ

・飯髙観音萬勝寺 代表役員 悲佐田祥浩 様（山岡町）100,000円
山岡支部へ

・飯髙観音萬勝寺 善意の箱 様（山岡町）........ 54,686円
山岡支部へ

・柘植 亮輔 様（中野方町）...................... 200,000円
亡 健治様のご冥福をお祈りいたします。社会福祉事業・中野方支部へ

・林 俊美 様（笠置町）............................. 100,000円

被災地へ温かい気持ちをお届けしました。

亡 美義 様のご冥福をお祈りいたします。笠置支部へ

物品のご寄付

・伊藤 陽介 様(明智町) .......................... 100,000円

‐
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・一市民 様....................................... 書き損じはがき

亡 嘉幸様のご冥福をお祈りいたします。明智支部へ

社会福祉事業へ

・第29回恵那市伝統芸
能大会
だんまり出演者一同 様
............. 48,067円

・一市民 様............................................. 昔話の絵本
児童センターへ

・夢屋 恵那店 様 ............................... お菓子たくさん

社会福祉事業へ

社会福祉事業へ

・南雲 洋志 様 ..................................... 遊具たくさん
岩村支所へ

アフリカへ毛布を送る運動 貧困や紛争などで厳しい生活状況にあるアフリカの人びとに
送るための毛布を募集します。
月 11日
（土）
5
9:30〜15:00

※現地に届くまでの海外輸送費として、毛布
1枚につき1,000円のご協力をお願いします。

■収集場所／恵那市福祉センター

・穴が開いた毛布や破れている毛布
次のような
毛布はご遠慮 ・綿毛布やベビー毛布
ください
・毛布以外の物(古着、
こたつ布団など)

問い合せ 「アフリカへ毛布を送る運動」
東濃地区推進事業局 TEL 0573-66-7420（受付／13:00〜16:00）

ブログ掲載中

児童センター からのお知らせ
小学生クラブの会員募集

連休中の4月30日、5月1日、2日は、大井・中野両館とも開館します。
（9:00〜17:00）

申し込み日時

スマホの方はこちら

4月 20日（土）
●大井児童センター14:00〜
●中野児童センター15:00〜

※詳しくは4月初旬に全児童に配布
する
「児童センターだより4月号」
をご
確認ください。

赤ちゃん教室

よちよち 100円
参加費

※事前にお申込みください

問い合せ・申し込み

大井

将棋

クッキング
ハンドメイド

中野

大井児童センター
内容

中・高生も利用できます

児童センターには、大井と中野それぞれに小学
生を対象にしたクラブがあります。4月に申し込
みをしていただき、毎月1回、1年間活動します。

ふれあい遊び

茶道
卓球

(2クラブ)

囲碁
木工

日
4月16
熊崎佳代先生

火 10：30〜

講師

大井児童センターの様子

児童センターは18歳までの子どもが利用
できる施設です。
それぞれの児童センター
には卓球台があり、
開館日には自由に利
用できます。
ぜひ遊びに来てください。

中野児童センター
内容

リトミック

4月 2日

講師

火 10：30〜
安保優子先生

大井児童センター TEL 0573-25-6493 中野児童センター TEL 0573-26-3878
ホームページアドレス http://www.ena-shakyo.or.jp

環境にやさしい植物油インキと
再生紙を使用しています
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