
2021.8.1
発行

No.115ぎなん社
協

─今回の表紙─
なんカフェが主催したダンボールコンポスト講座。手をかざすと、土のあたたかさにビックリ！

特集 あつまる・つながる居場所
「なんカフェ」

多世代交流カフェ
なんカフェをご存じですか？
やすらぎ苑にあるカフェをご紹介します。
（関連記事 2 ページ）



なんカフェ講座・ワークショップ　 多世代交流カフェ事業

６月１５日に開催された、ぎふmama防災オリーヴ
さんとのコラボ講座。
『防災グッズ講座～いつものママバックに
　　　 「ちょい足し防災」で安心お出かけ～』
普段持ち歩くママバックが簡単に防災リュックに
なる話をワークショップ形式で行いました。

コロナ対策として、完全予約制の少人数での開催にすることで密を避け、参加者の名簿を作成し、
参加者全員に検温と手指の消毒をしていただいています。

毎月開催中の「親子でニコニコリトミック講座」
予約受付開始すぐに満席になってしまうほどの人
気講座。
ピアノ演奏に合わせて、太鼓やベルなどの楽器、
フラフープやボールなどを使い、音を感じて体で
表現します。

　多世代交流カフェ　なんカフェは、
コロナ禍も営業日を限定したテイクア
ウトのお弁当販売や、子育て世代向け
のリトミックやものづくりなどの講座、
ワークショップを開催しています。
　店内にはキッズスペースがあり、冬
季には床暖房設備が整っていますの
で、素足で小さなお子様とゆっくり過
ごしていただけます。

  現在、コロナ禍でイベントや行事の中止が相次ぐ中、小さなお子さんを持つ保護者の方から「行く場所がな
い」「家で子どもと閉じこもる生活がしんどい」という声があり、こんな時だからこそ子育て世代の居場所を
作りたいという、なんカフェスタッフの声ではじまった企画です。
　昨年の８月からはじまったこの企画は、現在１５４組３３９名（令和３年６月時点）にご参加いただいています。
　今後も、小学生を対象に、夏休みの自由研究の題材に最適なダンボールコンポスト講座や、キッズワーク
ショップ、防災パッククッキング、未就園児と保護者を対象としたリトミックや体操、ものづくり講座を開催予定
です。詳しくは、なんカフェ公式SNSをご覧ください。

多世代交流カフェ　
　 なんカフェ　
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なんカフェは

かがやく女性
を応援します 女性の活躍推進事業

営業日
第１・３水曜日、毎週金曜日

※コロナウイルス感染状況や、自治体等の要請により営業日が
変更になる可能性があります。
　詳しい営業日は、岐南町社会福祉協議会または、なんカフェ
SNSにお問合せ下さい。

「スパイシーチキンスープカレー」
１３種類のスパイスをブレンドした本格スープカレー
　その他、自家製鶏ハムの冷やし中華、唐揚げ弁
当、お子さま弁当などをご用意しています。
　離乳食をお持ち込みいただき、店内でお子様とお
召し上がりいただくことも可能です。

夏の新メニュー
５００円（税込）

　なんカフェ講座・ワークショップを通じて、自分らしく輝きたい女性
の活躍を推進しています。
　「自分の特技を披露したい。」「自分のノウハウを広めたい。」「将来
教室を開講したい。」「今開講している教室の集客をしたい。」等の
キャリアアップのお手伝いをします。

　なんカフェ講座で、講師デビューをされた方もいます。個人でなくて
も企業・団体様の講座・ワークショップ・セミナーの開講も可能です。

　月替わりのメニューが大好評。
やすらぎ苑の東側にあるやすら
ぎファームで採れた新鮮野菜
や、地域の皆様からご寄付いた
だいた野菜を使用した彩り豊か
で栄養たっぷりのお弁当です。

　イベントや会議等の大量注文にも対応いたしま
す。ご予算・ご要望に合わせてご提案いたしますの
で、お気軽にお問合せください。

なんカフェ
の

お弁当

　なんカフェ公式SNSでは、毎月のお弁当メニューや、最新の講座・ワークショップ
の情報等をお届け。
　講座やお弁当のご予約もSNSから簡単にできます。この機会に是非友達登録・
シェアをしてご活用ください！

なんカフェ
公式SNS

なんカフェ公式LINE
＠767pufwy

なんカフェ公式Instagram
＠nan_cafe.ginan

なんカフェ公式facebook
http://www.facebook.com/nancafe2018
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令和２年度 事業報告

福祉推進事業　

社協ぎなん(広報紙)発行（年４回）
社協パンフレット作成
社会福祉大会（１回）　
福祉協力校事業（６保育所、４小中学校）
ボランティア活動保険助成事業（加入総数 ５３３人）
外出支援事業（２件）
福祉機器貸出事業（車いす２１台、介護ベッド５台）
生活一時金貸付事業（１７件）
食糧支援件数（44件）
生活支援等事業助成金事業（運営費助成金 ３８団体）
介護用品（紙おむつ）助成事業（８１件）
ちょいボラ手帳事業（登録者数４１３人）
子どもの学習支援事業（１９回、１１人）
いきいきまちづくり・多世代交流事業
子どもの居場所づくり講演会（１回）

生活支援サービス等事業（町受託事業）

生活支援担い手養成講座（２回　３６人）
ボランティア交流会（１回）＜県社協事業＞
ボランティアネットワークづくり支援事業 ＜県社協事業＞
ボランティアセンター運営
地域連携準備会議（１回　６人）
地域連携（がやがやミニ）会議（３回　３６人）
生活支援サービス体制整備協議会（１回　１４人）
家族介護教室（３回　６８人）
認知症カフェ（１９回　３０６人）
小学校での認知症サポーター養成講座（３回）
認知症カフェボランティア勉強会（３回　４９人）
認知症サポーターステップアップ研修（１回　２６人）

心配ごと相談所事業（町受託事業）

心配ごと相談（民生委員、臨床心理士、社協職員）
人権相談、行政相談、法律相談（弁護士）、不動産相談
（延相談件数 ６６件）

思いやり、支えあい、助けあいのまちづくり

…赤い羽根共同募金配分金活用事業

▲学校での福祉体験

▲社会福祉大会のようす

▲成年後見制度について学ぶ（介護教室）

▲コミュニケーションについて学ぶ（担い手養成講座）
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総額　57,576,174円 総額　52,439,368円

収入の部 支出の部

生きがい福祉促進事業（町受託事業）

新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止

宅配貸出サービス事業（町受託事業）

町図書館への来館が困難な方への
図書宅配貸出サービス事業（１件）

子どもの居場所づくり事業（町受託事業）

子どもが安心、安全に過ごすことができる居場所の運営
（延利用者１２５回　２９４名）

岐阜県社会福祉協議会受託事業

日常生活自立支援事業　
　福祉サービスの利用援助、日常生活の金銭管理    
　書類預かり事業（利用者９人）
生活困窮者自立支援事業
生活福祉資金貸付事業（相談件数　３８件）

（新型コロナウィルス特例貸付　８１５件）

令和２年度 決 算
その他の収入
9,377,941円

会費・寄附金収入
4,780,496円

受託金収入
25,683,898円

福祉推進事業
11,177,549円

法人運営事業
23,302,118円

受託事業
17,959,701円

経常経費補助金収入
17,733,839円

▲サロン活動のようす

▲ボランティアネットワークづくりに関する講座

❺



7月より、自治会のご協力により
会員募集を行っております。
会費の納入にご協力よろしくお
願いいたします。 

会費は社会福祉協議会窓口で
も受け付けています。

地域活動への第一歩！！
皆さまの会費が地域福祉を
支えます。

社協会員募集
のご案内

一般会費  １口

賛助会費  １口

法人会費  １口

特別会費  １口

1,000円

1,000円

5,000円

10,000円

（年額）

information

岐南町社会福祉協議会は、次の
とおり職員を募集します。

詳細は、ホームページをご覧いただく
か、下記までおたずねください。

岐南町社会福祉協議会
☎240-2100

一緒に地域福祉を
盛り上げましょう！

職員募集

〇非常勤職員　
　福祉活動専門員
　令和4年3月末まで

共同募金会岐南町分会
令和２年度　事業報告・決算

次の方々からご寄附をいただきました。
皆さまのご寄附は、町内の地域福祉事業に活用させていただきます。

寄附

㈱加藤鉄工バーナー製作所

石榑弥生
松原節夫
岩田恵司
髙見　章
佐藤昌隆
かがやきウォーキング倶楽部

４,４３０円
３,０００円
１７,７７３円
２０,０００円

色鉛筆２セット
着ぐるみ等２個

交通安全旗２０本

岐南町社会福祉協議会

（順不同、敬称略）

ご家庭や事業所からいただいた食品の寄付を、生活に困って
いる方に無償でお渡ししています。

【事業報告】
・役員会の開催（３回）
・募金運動（戸別募金、街頭募金、法人募金、団体募金等）
・広報活動（ポスター掲示、募金箱設置）
・災害義援金募集
【決　算】

フードバンク

寄付件数　　 9件   ４６.２kg
利用件数　　  8件   ４５.１kg

明治安田生命岐南営業所の
社員の皆様から、たくさんの
食品の寄附をいただきました

▶

（４月１日から６月３０日）あたたかいお気持ちありがとうございます。

▲ 着ぐるみ、交通安全旗

収入項目 金　額

赤い羽根募金
収入
歳末たすけあい
募金収入

災害たすけあい
募金収入

受取利息収入

合　計

2,876,675

750,000

6,826

3

3,633,504

支出項目 金　額

赤い羽根募金
送付金
歳末たすけあい
募金送付金

災害たすけあい
募金送付金

受取利息送付金

合　計

2,876,675

750,000

6,826

0

3,633,501

＊受取利息収入（３円）については、１０月まで岐南町分会にて保管しています。
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この広報紙は、皆さまの会費により発行しています。
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