岐阜市社会福祉協議会では、岐阜市内50地区（おおむね小学校区）に地域住民のみなさんで組織
される社協支部を設置し、地域福祉事業を進めています。

明徳支部

ふれあい・いきいきサロン

開 催 月 不定期（年5回）
開催場所 明徳公民館
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感動の映画会・よもぎ餅作り・楽しい音楽会・男の料理教室等を
行っています。わいわいがやがやおしゃべりし、元気いっぱい、笑
い声いっぱいのサロンです。
はまぐりの貝にきれいな和紙を貼り、かわいらしいお雛様が
できました。家で飾って楽しみましょ
！

黒野支部

いきいきサロン

開 催 日 定期開催

2月28日に岐阜県民ふれあい会館でNPO・ボラン
ティアフェスティバルを開催しました。ものづくり・
体験コーナーや展示、相談コーナーを設置して、多
くの方に来場いただき、たいへんにぎわいました。

開催場所 末広町公民館
発足して10年程継続しているサロンで、公民館内に留まらず、
ウォーキングや旅行なども取り入れ親睦を深めています。

ものづくり・体験コーナー（サイエンスものづくり）

始めて、スカットボールに挑戦。 皆さん若々しくとても和気
あいあいとしたサロンです。

西郷支部

小野いきいきふれあいサロン

開 催 月 定期開催
開催場所 小野公民館・玉井神社
気軽に行ける近い公民館や神社で開催。健康講話や室内ゲー
ムなどを交えた楽しいサロンです。
ものづくり・体験コーナー（大好評だったクルクルレインボーづくり）

目

展示・相談コーナー（ボランティア相談）

誰もが遊んだことのある「ビー球落とし」ならぬ「割り箸落とし」。
童心に帰りハッスル！

次
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茜部支部
開 催 日 毎月第4木曜日
開催場所 茜部公民館
このサロンは歌う事が大好きな方が多いサロンです。毎回、
先生の指導を受け楽しく歌っています。又、歌の他にも、ゲー
ムをしたり、お茶を飲みながらおしゃべりしたり、楽しいサロ
ンです。

ステージ発表（コマの曲芸披露）

今日も大きな声で歌っています。
プロも顔負け、皆さん美声です。

この広報誌は
（財）岐阜社会福祉事業協力会のご協力と共同募金配分金により作成しています。
アドレス http://www.gifushi-shakyo.or.jp

Eメール office@gifushi-shakyo.or.jp
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平成21年度 岐阜市 社会福祉協議会 事業計画
重 点 目 標
1

第2次地域福祉活動計画の策定

2

福祉サービス利用支援事業の充実

在宅福祉サービス事業

平成16年度に策定し5年が経過した地域福祉活動計画について、現状の課題に即した計画として新たに策
定します。
日常生活自立支援事業、法人後見事業及び地域包括支援センター中央北事業を引き続き推進して、関係機
関と連携を取り多様な社会資源の活用や情報提供、連絡調整を行い、住民が地域で自立した生活を送ること
ができるよう支援します。

3

在宅福祉サービスの安定運営

独立採算の経営理念のもと、信頼される利用者本位の質の高いサービスを
実施します。
【介護保険事業】
●老人居宅介護事業
●訪問入浴介護事業
●居宅介護支援事業
●居宅介護事業

サービスの構築を検討していきます。

法人運営 事業
●理事会・監事会・評議員会等の開催
●社協会費の募集
●基金の安定運用
●共同募金運動、日本赤十字社事業への協力
●社協だより（年4回）・ホームページによる広報

●ふれあい・いきいきサロン事業

岐阜市民福祉大会

福祉サービス利用支援事業
住民が地域で自立した生活を送ることができるよう関係機関と連携を
取り支援します。
●心配ごと相談・認知症相談・ひとり暮らし高齢者への
電話訪問事業
●生活福祉資金貸付の相談事業

「地域福祉活動計画」を指針として、社協支部等住民や関係団体との協働によ
る福祉活動を推進していきます。

【地域福祉推進事業】

【受託事業】

【相談事業】

●訪問入浴サービス事業
●移動支援事業

●第2次地域福祉活動計画の策定
●社会福祉施設地域交流事業への助成

●岐阜市民福祉大会の開催（岐阜市と共催）

●法人後見事業

【地域生活支援事業】

地域福祉推進事業

適切な法人運営を行うために、次の事業を実施します。

●岐阜市民福祉活動センターの経営（指定管理者）

●介護予防支援事業
●要介護認定訪問調査事務事業

【障害者自立支援事業】

介護保険法等の改正に合わせた、効率的、効果的で適切な安定した事業運営に努めるとともに、利用者本
位の信頼される質の高いサービスを実施します。また制度の谷間などにある福祉ニーズに対して社協らしい

●ねたきり高齢者理容サービス事業

【受託事業】

●ひとり暮らし高齢者のつどい事業
●幼児と高齢者のふれあい事業
●高齢者介護予防教室事業

【岐阜市地域福祉活動計画推進事業】
●ふれあい近隣助け合い活動の推進事業
●福祉委員制度の設置事業
●おじちゃん・おばちゃん学童保育事業
●災害体験講習・サバイバル体験事業
●「日常緊急時」の連携体制推進事業
●勤労者地域デビュー作戦事業

●子育て支援サロン事業
【受託事業】
●ふれあいメール事業
●岐阜市福祉の店運営事業
●地域福祉推進フォーラム等各種研修会の開催 ●介護予防事業・家族介護教室事業
●金婚祝い贈呈事業

【ボランティアセンター事業】

●ボランティア情報紙「にじ」の発行
●各種ボランティア講座
の開催
●ボランティア活動保険
の普及

【受託事業】

●介護相談員派遣事業
●日常生活自立支援事業
●地域包括支援センター中央北事業

3
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小学校での福祉体験

勤労者地域デビュー作戦「生き方支援塾」の
グループワーク
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日赤社資募集
平成20年度社資総額

56,029,482円

平成21年度予算

皆さまからお寄せいただきました社資は、日本赤十字社岐阜県支部を通じて、国際活動
や災害活動等の充実に役立てられます。

赤十字はこんな活動をしています
④血液事業推進費

●血液運搬車等購入のための経費

⑤救急医療体制整備費

●高山赤十字病院、岐阜赤十字病院医療機器
整備のための経費

⑥国際救援活動費

平成19年度日本赤十字社岐阜県支部事業報告より

①災害救護事業費

●AED、炊飯器、災害救護用備蓄倉庫等救
護装備整備のための経費
●り 災され,亡くなられた方への弔慰金及び
災害救護訓練のための経費
●救護看護師養成のための経費

②救急法等講習会普及事業費

●救急法、水上安全法、家庭看護法、幼児安
全法の講習会開催のための経費

③赤 十字奉仕団及び青少年赤十字育成費
並びに社会福祉活動費

●寝たきりの方のお見舞、一人暮らしの方の
はげまし運動等の助成金、赤十字ボラン
ティア活動のための経費
●青少年赤十字メンバー等活動のための経費

●ベトナム赤十字社災害対策事業費及びモン
ゴル青少年教育等支援のための経費
●発展途上国の現地住民を対象とした疫病予防
対策、災害対策等開発協力活動のための経費

⑦地区分区の事業運営費

●各市町村における日赤業務
（災害救護活動、
救護装備品の整備、社資募集、地域赤十字
奉仕団の助成、献血推進等）のための経費

⑧広報活動の充実強化費

●市町村における社員管理用パソコン及びソ
フトの導入並びに社費募集用広報資材作成
のための経費

⑨資金積立金

●災害等資金積立金及び施設整備準備資金等
積立金

⑩管理的経費

皆さまのご協力をお願いいたします

平成20年度
共同募金運動にご協力いただき
ありがとうございました

募金額

67,161,661円

皆さまからお寄せいただいた募金は、岐阜県共同募金会を通じて平成21年度に保育園や障害
者施設などで行われる福祉施設の整備や、社会福祉協議会が実施する地域での福祉活動、ボラ
ンティア活動などの事業に使われます。
5
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岐阜市社会福祉協議会は 地域福祉の推進をしています
岐阜市
ボランティアセンター

社協柳津支所・柳津センター

総務グループ
法人運営室

ボランティアセンターは、ボランティア活動を
おこなう人・必要としている人の応援団です。

ボランティアセンターで行っていること
ボランティア活動に
関する相談・情報提
供

ボランティアに関す
る各種講座の開催

岐阜市民福祉活動センター内

TEL279-1800 FAX279-1898
公共交通機関 岐阜バス
茜部三田洞線（E70、E71、E72、N61、N62）
「下佐波」下車 西へ50m

1階・2階

事務局／TEL255-5511 FAX255-5512
中央センター／TEL255-5010 FAX255-5011
公共交通機関 岐阜バス
鏡島・市橋線（K15、K16）
大野真正北方線（O85、O80）
「福祉センター保健所前」下車
岐阜高富線（G51、N80、N75）「鍵屋」下車北へ300m

福祉教育の推進

○理事会、監事会、評議員会等
○財務、人事等の組織管理
○社協会費の募集
○その他企画、調整など
在宅福祉サービスグループ

社協事務局（2階）・中央センター（1階）
岐阜市都通2丁目2番地

岐阜市柳津町下佐波1丁目8番地

○老人居宅介護、居宅介護事業
○訪問入浴サービス事業
○居宅介護支援事業
○要介護認定訪問調査事務事業など
地域福祉推進グループ

事業推進室

ボランティア保険の
啓発・普及





社協柳津支所・柳津センター
ボランティア情報紙
「にじ」の発行

事務局体制と主な業務

社協事務局（2階）
・中央センター（1階）



○地域福祉活動計画の推進
○社協支部活動の支援
○共同募金、日赤事業への協力
○ボランティアセンター事業など
福祉サービス利用支援グループ



○生活福祉資金等貸付事業
○日常生活自立支援事業
○ふれあい福祉センターなど

助成金等の情報提供
ボランティーズ

北部センター

南部センター

○地域福祉事業に関すること
○訪問介護事業に関すること
○訪問入浴サービス事業に関すること
（中央センター）
○居宅介護支援事業に関すること

岐阜地区福祉サービス
利用支援センター
岐阜地区福祉サービス利用支援センターで
は、日常生活自立支援事業を実施しています。
高齢者や障がい者の中には、
「福祉サービス
を利用したいけれど、手続きの仕方がわからな
い」
「銀行に行ってお金を下ろしたいけれど誰か
に相談したい」
「大切な書類の保管場所を忘れて
しまう」ことが考えられます。こうした方々が、
住みなれた地域の中で安心して暮らせるよう、
支援します。

●利用できるサービス
福祉サービス利用援助
日常的金銭管理サービス
書類等預かりサービス

センターでの主な業務

○要介護認定訪問調査事務事業に関すること
岐阜市長良東2丁目140番地

岐阜市茜部菱野1丁目75番地2

岐阜市南市民健康センター

岐阜市北市民健康センター

2階

TEL277-8680 FAX277-8681
公共交通機関 岐阜バス
加納南線（E13、E12、K35、K36）
「南市民健康センター」下車
茜部三田洞線（E70、E71、E72、N61、N62、N11）
「城南病院前」下車西へ500m

認知症高齢者の介護に関する相談
福祉に関する相談

●相談時間
毎週火曜日
（祝日を除く）
午前10時〜正午

TEL253-0294

1階

TEL295-1185 FAX296-7128
公共交通機関 岐阜バス
忠節長良線（C32）、松籟加納線（E18、N43）
「長良医療センター口」下車
おぶさ墨俣線（N41、W65）
「長良堀田」下車、北へ800m

福祉に関する相談


●相談時間
毎週月曜日から金曜日（祝日を除く）
午前9時から午後5時

TEL253-0294

構

成

図

日常生活自立支援事業に関する相談
（地域福祉権利擁護事業）

●相談時間
毎週月曜日から金曜日（祝日を除く）
午前9時から午後5時

TEL252-6661

家庭での困りごとや心配ごとなど 相談時間／毎週木曜日（祝日を除く）午後 1 時から 4 時
場所／岐阜市役所 2 階市民相談 TEL ／ 265-4141 ※基本的には来所相談です。
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ひとり暮らしの高齢者の方に電話訪
問を行っています。
ひとり暮らしの高齢者に民生委員が電話をかけ、
安否確認や暮らしのなかでお困りごと等の相談に
のっています。ご希望の方はお問い合わせ下さい。
○対 象 者／ひとり暮らしの高齢者（昼間独居の方
も対象としています。）
○利用時間／午前9：30〜正午までの間
○利用曜日／火曜日、金曜日
○利 用 料／無料
○申し込み方法／地域にお住まいの担当民生委員
○問い合わせ先／福祉サービス利用支援グループ

車いすが必要な方へ貸出しています
○ご利用できる方
◦岐阜市内在住の方
◦ケガなどをして、車いすが急に必要となった方
◦病院への通院や外出のために必要となった方
◦現 在、車いすを注文しているが、届くまで数日
間かかるため、その間貸して欲しいという方
○貸出期間
1ケ月間
○費
用
無料
○問い合わせ先
福祉サービス利用支援グループ

「緊急小口資金」貸付のご案内
○貸付の対象
低所得世帯で、次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となり、真に臨時的生活費が必要となる
世帯を対象とします。（生活保護世帯は対象外）
⑴医療費又は介護費の支払いによる臨時の生活費が必要な時
⑵給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき
⑶火災等の被災によって生活費が必要なとき
⑷その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
①年金、保険、公的給付等の支給開始までの生活費が必要なとき
②会社からの解雇・休業等による収入減（就職が決まり、給料が支払われる間のつなぎ）
※貸付にあたっては審査を行いますので、貸付できない場合もあります。

○貸付限度額／100,000円
○貸付利子／年率3％
○据置期間／貸付の日から2ヶ月以内
○連帯保証人／不要
○償還期間／据置期間経過後8ヶ月以内（月賦）（ただし、借入金額が50,000円以内の場合は4ヶ月以内）
○延滞利子／償還期限到来後、延滞元金につき年10.75％
★貸付には申し込みから10日間ほどかかります
○問い合わせ先／福祉サービス利用支援グループ

ご利用ください
ねたきり高齢者への理容サービス
在宅のねたきり高齢の方で、散髪をする機
会がない方に対して、理容師さんにお宅を訪
問していただき理容のサービスをしています。

○ご利用できる方
低所得者の方が対象となりますので、地域
の民生委員さんに相談された上でご了解がい
ただけた方のみとなります。

○費

用

無料

○問い合わせ先
在宅福祉サービスグループ

登録ヘルパー、ガイドヘルパーを募集
しています
○登録できる方

●20歳以上の方で、訪問介護員養成研修2級課程を
修了された方、
あるいは介護福祉士の資格がある方。
●1週間に2日以上、1日1時間以上活動が可能な方
※土・日曜日に活動できる方大歓迎

○登録ヘルパーの活動内容

●身体介護（食事・入浴・排泄介助等）
●生活援助（掃除・洗濯・調理等）

○ガイドヘルパーの活動内容

●外出及び余暇活動等の社会参加のための外出支援

○ご用意いただくもの

●顔写真2枚（2.5cm×2.5cm）
●印鑑
●養成研修修了証

○問い合わせ先
在宅福祉サービスグループ
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第2次岐阜市地域福祉活動計画を策定していきます
Q. 地域福祉活動計画とは？

地域福祉活動計画は、社協が中心となり多くの住
民代表やボランティア、福祉団体の参加を得て、住
民の行動指針として地域再生の礎となることを願っ
て策定された民間による自主的な計画です。

Q. どのように策定していくの？

地域福祉に関する活動や事業を行う団体、
関係機関のご協力によって策定委員会や分科
会を設置していきます。

Q. 活動の計画の期間はいつまで？
平成16年度策定

第2次策定
平成21年度

計画期間
平成17年度〜21年度

計画期間
平成22年度〜26年度

計画策定に向けたアンケート調査にご協力をお願いします。
計画の策定に向けた基礎調査として、市民の皆様や関係機関団体を対象にしたアンケート調査
を行います。調査用紙が届きましたらご協力いただきますようお願いします。

地域社会が変わっていったのは
なぜでしょう？

かつて、私たちのまわりには、近所同士のふれあいや助け合
いがありました。しかし、社会構造は変化して、むかしのよう
なたすけあいを取り戻していくことが難しくなってきています。

①環境の変化

「向こう三軒両隣」の近所付き合いを大切にする考えが薄れ、個人の価値観や他人の関
与を望まない人が多くなりました。

②生活スタイルの変化

 郊外の量販店での買い物など消費スタイルの変化やインターネット、携帯電話などの
ITの普及により、地域とふれあう機会が少なくなりました。

③家族の変化

 親夫婦と離れて暮らす核家族が増えてきました。女性の社会進出や家の中でコン
ピューターゲームで遊ぶ子が増え、日中、地域から人が少なくなりました。

④住宅の変化

 プライバシーを重視したマンションや賃貸住宅が増えて、隣にどんな人が住んでいる
のかわからなくなりました。

 お互いの個性やプライバシーを尊重しながら、困ったときはお互いさまと自然にふれあい助け
合うことができるよう今の時代にふさわしい「新しい支え合い」のあり方が求められてきています。

No.7

岐阜市青少年育成市民会議

青少年の健全育成を目的に、行政と連携して岐阜市・各ブロック・各地域において諸行
事や活動を推進している組織です。
4つの専門部会があり、幼児（その父母）から青年までの幅広い年齢層を対象に家庭
教育や社会体験の場の提供、非行防止のための活動を行っています。
◎家 庭 部 会…「親子ふれあい教室」
等、
育児支援や親同士の交流の場を提供します。
◎少年育成部会…少年に地域行事へ参加や参画を呼び掛け、社会体験やボランティア
体験、大人とのふれあい等を通して心の育成を図ります。
「家庭の日」推進大会
◎青年育成部会…「 バレーボール大会」やリクレーション活動を通して、青年の仲間
づくりや青年団体活動を支援します。
◎社会環境部会…青少年に良くない環境を調査するとともにその改善に努めたり、パトロールをしたりして、青少年
の安全保持や非行防止のために活動します。
●「話そう 創ろう“家族の夢を”
」
（家庭教育啓発のための市民運動スローガン）
●毎月第3日曜日は「家庭の日」です。家族そろって活動したり、楽しんだりして家族の絆を深めましょう。

問い合わせ先

岐阜市教育委員会

青少年教育課

TEL058-265-4141
2009 No.123
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「岐阜市ボランティア・NPOガイドブック」をご利用下さい。
「岐阜市のボランティア・市民活動ガイドブック」では、岐阜市内で活躍するボランティア・
NPO団体をまとめました。
「ボランティア・NPOって耳にするけどどんな活動をしているのかな・・・」
「ボランティア・
NPO団体に協力してほしいなあ」。
そんな時はこのガイドブックを是非ご活用ください。
ガイドブックは社会福祉協議会他、岐阜市生涯学習センター、岐阜市NPO・ボランティア協
働センターや地域の公民館やコミュニティーセンターで閲覧できますのでご活用下さい。



その他、ボランティアグループなどが主催者となる行事開催中
に参加者がケガをしたり主催者が賠償責任を負った場合に補償す
るボランティア行事用保険もあります。
ボランティア活動保険の加入・申請方法などの詳細につきまし
ては、お気軽にお問い合わせください。



ボランティア活動保険の掛金（年額）
Aプラン……260円
Bプラン……420円
Cプラン……590円



保険金をお支払いする主な例
1：傷害事故
ボランティア活動中の急激・偶然・外来の事故によりケガをした場合に保険金をお支払いします。
○清掃ボランティア活動中、転んでケガをした。
○ボランティア活動に向かう途中、交通事故にあった。
2：賠償事故
 ボランティア活動中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したこと
により法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
○家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って花びんを落とした。
○自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って他人にケガをさせた。



平成21年度の「ボランティア活動保険」加入手続き受付中



電話もしくはFAXにて下記まで次の事項をお伝え下さい。
①氏名 ②住所 ③電話番号 ④年齢 ⑤申込講座名 ⑥学校名
岐阜市社会福祉協議会 岐阜市ボランティアセンター
TEL255-5511 FAX255-5512
岐阜市社会福祉協議会 柳津支所
TEL279-1800 FAX279-1898
※各種日程は変更になる場合がありますのでご了承ください。

1 4 4

3

ぎふしん愛の預金会様
（写真左）
からご寄附いた
だきました。

頭すっきり、体しゃっきり

1

3

３０

3

（財）岐阜社会福祉事業協力会様
（写真左）
からご寄附
をいただき、
この広報誌発行に使わせていただきました。

介護予防教室のご案内

高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく、健康で生き生きとした老後の生活が送れるよ
う各種介護予防教室を開催します。

運動指導教室 全8回コース
◦時 間：午後1時30分〜3時
◦日程・内容： 5 月20日㈬ ストレッチング・体力測定
5 月27日㈬ 運動と体力
6 月 3 日㈬ ストレッチング
6 月10日㈬ 有酸素運動

◦時 間：午前10時〜11時30分
◦テーマ：頭すっきり、忘れん脳
◦日 程：
5 月18日㈪
6 月15日㈪
7 月 6 日㈪

◦時 間：午後1時30分〜3時
◦日程・内容：
6 月19日㈮ ミニ寄せ植えを楽しみましょう
7 月10日㈮ フラダンスで足腰元気

6 月17日㈬ ウォーキング
6 月24日㈬ 筋力トレーニング
7 月 1 日㈬ トレーニングの基礎原則
7 月 8 日㈬ ストレッチング・体力測定

食を考えよ〜う得 教室
全3回コース（栄養改善教室）

認知症予防教室

介護予防教室

平成21年3月作成

25



内容・場所
総合オリエンテーション
（日光コミュニティセンター）
障がい者理解を深めよう（福祉体験）
（日光コミュニティセンター）
障がい児保育ボランティア活動
（岐阜大学教育学部附属特別支援教育センター）
障がい者理解を深めよう（手話・点字体験）
（日光コミュニティセンター）
障がい者施設イベントに参加しよう
（あしたの会家庭学校）
障がい者施設イベントに参加しよう
（岐阜市第二恵光学園）
全体のまとめ
（日光コミュニティセンター）



日 程
6月2７日（土）
10：00〜15：00
7月11日（土）
10：00〜15：00
8月19日（水）
9：00〜16：00
9月12日（土）
10：00〜15：00
10月18日（日）
9：00〜16：00
11月15日（日）
9：00〜16：00
12月19日（土）
10：00〜12：00

永田豎雄岐阜市社会福祉協議会会長
（写真左）
より快気祝いと
地域福祉活動を行うことが出来る感謝の気持ちを寄付という形で
いただきました。

ぎふしん愛の預
 金会 500、000円

お申し込みは

内容・場所
オリエンテーション・車いすの使い方
（柳津生涯学習センター）
カラフルタウンでのバリアフリー調査
（カラフルタウン岐阜）
バリアフリーマップの作成
（柳津生涯学習センター）
高齢者の理解と交流
（市橋デイサービスセンター）
共同募金街頭募金活動
（カラフルタウン岐阜）
障がい者の理解
（市橋コミュニティセンター）
全体のまとめ
（市橋コミュニティセンター）

遊びや勉強も大事ですが、より充実した思い出を作るた
めに、一歩踏み出してボランティアスクールに参加して
みませんか？扉を開いて一歩を踏み出せば、普段とは違っ
た一面を持つ自分に出逢えるかもしれませんよ。
●対 象／市内在住、在学の中学1年生〜高校3年生
●定 員／20名（定員を超える場合は抽選）
●参加費／無 料
●会 場／岐阜市日光コミュニティセンター 他
（岐阜市日光町9丁目1番地3）

500、000円

日 程
6月27日（土）
9：30〜11：30
7月30日（木）
10：00〜12：00
8月6日（木）
9：30〜11：30
9月12日（土）
10：00〜12：00
10月17日（土）
10：00〜12：00
11月14日（土）
9：30〜11：30
12月12日（土）
9：30〜11：30

申込締切
6月19日㈮

、000円
一岡 久枝
●福祉ボランティア基金へ
10、000円
根津 智紀

、000円
上松 敬子
、000円
匿名
、100円
日本郵趣協会岐阜支部

ボランティア塾では学校とはまた違う仲間たちと、福祉
体験、交流体験、募金活動などのボランティア体験を中
心に講座を開催いたします。“是非この機会に、新たな発
見をしてみよう！”
●対 象／市内在住、在学の小学4年生〜6年生
●定 員／20名（定員を超える場合は抽選）
●参加費／無 料
●会 場／柳津生涯学習センター 他
（岐阜市柳津町下佐波1−7）

中学、高校生
青少年ボランティアスクール

皆 様 か ら の 善 意 の ご 寄 附 は、 ボ ラ ン 財団法人岐阜社会福祉事業協力会
テ ィ ア 活 動 の 推 進 や、 各 種 福 祉 事 業 な
、500、000円
どに活用させていただきます。
また、快気祝いや香典返しにかえて、
ご 寄 附 を い た だ き ま し た 場 合、 ご 要 望
に 応 じ て、 そ の 旨 を 明 記 し た あ い さ つ
状などの印刷をうけたまわります。
（経
費は別途必要です）
月 日 か ら 月 日 ま で に、 次 の と
おりご寄附をいただきました。
（敬称略）
期 間 中、 、000円 以 上 の 寄 附 の
方のみ掲載しております。

申込締切
6月19日㈮

●社会福祉事業へ
永田 豎雄

小学生4年〜6年生
ボランティア塾
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◦時 間：午後1時30分〜3時
◦日程・内容 6月16日㈫ 食べる事は健康の基本、食習慣チェック

6月23日㈫ 簡単・手間なくおいしい食事、食事の工夫
6月30日㈫ 元気・いきいき食事計画、食べる楽しみ計画

●場

所 岐
 阜市社会福祉協議会
（岐阜市都通2-2 岐阜市民福祉活動センター内）
●対 象 お
 おむね65歳以上の高齢者及び家族（1回のみの参加が可能で
す。運動指導教室はできるだけ全回出席ができる方）
●お申し込み おおむね開催日の1週間前までに、電話またはファックス
で①住所 ②氏名 ③年齢 ④電話番号をお伝え下さい。
TEL255-5010 FAX255-5011

2009 No.123
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