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岐 阜 市 民 福
祉
大
会
入場
無料

第32回

記念講演

長門裕之さん
認知症の妻を支えて
～洋子への恩返し～

日　時

場　所

10月6日㈬
午後1時30分～

岐阜市文化センター
小劇場

表紙の背景は「第2次岐阜市地域福祉活動計画」（平成22年3月策定）の表紙で使用しているものです。

岐阜市民福祉大会では、福祉のまちづくりに
ご尽力いただいている方を表彰しています。
（写真は昨年の様子）



　岐阜市との共催で、第32回岐阜市民福祉大会を開催いた
します。
　福祉関係者の表彰伝達のほか、地域や社会福祉事業に積
極的に活動された方々への表彰などの式典、そして長門裕
之さんの記念講演を行います。
　ぜひご来場下さい。

プログラム
1　開　　会
2　主催者あいさつ
3　市長表彰状の贈呈
4　市社協会長表彰状・感謝状の贈呈
5　来賓祝辞
6　記念講演
7　閉　　会

あたたかな心ありがとうございます!!
　皆様からの善意のご寄附は、ボランティア活動の推進や、各種福祉事業な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）
　6月12日から8月24日までに、次のとおりご寄附をいただきました。
　期間中、1,000円以上の寄附の方のみ掲載しております。（敬称略）

●社会福祉事業へ
　・岩田浩巳 20,000円
　・匿　　名 20,000円

●福祉ボランティア基金へ
　・加藤吉良 5,000円

　・匿　　名 4,000円
　・青谷　武 3,000円
　・匿　　名 3,000円

記 念 講 演
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日　時

俳　優

テーマ

場　所

平成22年10月6日㈬
午後1時30分～午後3時30分

長門裕之さん

「認知症の妻を支えて」～洋子への恩返し～

父は俳優の沢村国太郎、母は俳優のマキノ智子という芸能一家に生まれ、実弟は俳優・津川雅彦。
６才の頃より子役として映画「清水港」「無法松の一生」などに出演する。
立命館大学文学部を中退し、間もなく日活に入る。
1955年 映画「七つのボタン」で俳優としてデビュー。
 以後、「太陽の季節」「盗まれた欲情」など多くの映画に出演。
1959年 今村昌平監督の「豚と軍艦」に主演、代表作の一つとなる。
1963年 「古都」で毎日映画コンクール助演男優賞を受賞。
 ユニークな人間性を持ち味に独自の芸域を築く。
1965年より、南田洋子氏との夫婦コンビでテレビの音楽番組「ミュージックフェア」の司会を務める。
近年、妻である女優の南田洋子氏が認知症と診断され、介護の様子、日常生活が明らかとなり、反響を
呼んだ。しかし、2009年10月南田洋子氏が逝去。最後まで夫婦が寄り添い支えあった姿が話題となる。
現在は、自身のこれまでの体験を基に、一人でも多くの人が前向きな気持ちで生きていけるきっかけ
になればと、各地で精力的に講演活動を行っている。

プロフィール

岐阜市文化センター　小劇場
（岐阜市金町5丁目7番地2）

岐 阜第32回 市 民 福 祉 大 会

入場
無料



　少子高齢化の進行が、地域の支え合い「共助」の衰退を、核家族が増加したことによる家族機能の変化が、家族による相互
扶助「自助」を衰退させているといわれています。そのような状況の中で、本会では平成21年度に、多くの住民代表・関係機
関・団体の協力を得て、これからの地域福祉活動の指針となる「第2次岐阜市地域福祉活動計画」を策定しました。 
　今回のフォーラムでは、住民の視点から生まれた様々な活動の実践発表を通して、地域のつながりの大切さを知り、これ
からの福祉コミュニティづくりのきっかけになることを目的に開催します。  

日　　時　　平成22年11月4日（木）　午後1時00分～午後3時30分 
場　　所　　長良川国際会議場4階　大会議室（岐阜市長良福光2695-2） 
内　　容　　実践発表 
　　　　　　◆勤労者地域デビュー作戦事業　ボランティアグループ 
　　　　　　◆社会福祉施設地域交流事業　実践施設 
　　　　　　◆福祉コミュニティ構築推進支援事業　実践社協支部 
　　　　　　講演　「これからの助け合い活動について」
　　　　　　　　　  講師　岐阜県社会福祉協議会　地域福祉部課長　斉藤浩昭　氏 

参 加 費　　無　料 
定　　員　　250人 
お申込み　　電話またはFAXにて、①氏名、②住所、③電話番号をお伝えください。
　　　　　　電話 255-5511　FAX 255-5512 

申込期限　　平成22年10月22日（金）

　岐阜市社会福祉協議会では、岐阜県社会福祉協議会（岐阜県）並びに岐阜市から、「福祉コミュニティ構築推
進支援事業」の助成を受け、福祉委員の活動についての検討や福祉マップづくり、災害や日常の緊急時に対す
る地域での取り組みを推進していきます。

【平成22年度  福祉コミュニティ構築推進支援事業　指定支部】

●　それぞれの支部では、こんな活動に取り組んでいきます！　●

地域福祉推進フォーラム2010
手をつなごう　安心と活力がうまれる　しあわせのまちづくり

第2次岐阜市地域福祉活動計画を推進していきます!

「災害時」にもつながっていく近隣ネットワークづくり…

福祉マップの
作成ワークショップの開催
小地域の住民同士が情報を持ち寄り、話
し合う場づくりをしていきます。地域課
題を共有するとともに、互いの関係づく
り、近隣助け合い活動への参画を喚起し
ていきます。

本荘支部「県域統合型GISを活用した福祉マッ
プづくり」の様子　※GIS＝地理情報システム

島支部「福祉委員研修会」の様子 鷺山支部「ふれあい・いきいきサロン」の様子

小地域ネットワークの構築・推進を担う
新たな人材の育成の場として福祉委員研
修会等を開催し、福祉委員のあり方や役
割についての検討を行っていきます。

サロンの会場を地域に身近な場所に設定
したり、開催回数を増加していきます。
サロン活動等で得た参加者同士のつなが
りを近隣助け合い活動に反映させていき
ます。   

地域活動の協力者を増やしていきたい…

地域活動の
リーダー人材の育成 

みんながつながっていける場づくりをしていきたい…

ふれあい・いきいきサロン等の
地域でのふれあい活動の推進
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日　　時 内　　容　　（テーマ・講師）

1 11/20（土）
13：30〜16：00

●オリエンテーション
●講座　1.「いきいきシニアライフ“地域生活者” として生きるヒント」　※DVD視聴
　　　　2.「はじめて知った地域での生き方」　講師　社会福祉協議会芥見南支部　　主事　斉藤　　勝　氏

2 11/27（土）
13：30〜16：30

●講座　1.「ライフプランと生きがい」 講師　野村證券㈱投資情報部　　次長　難波　誠一　氏
　　2.「3つの宝　（言葉・笑顔・心）」 講師　東海学院大学　　　　　　講師　小嶋　基次　氏

3 12/4（土）
13：30〜16：00 ●講座　1.「傾聴とは? コミュニケーションのとり方」 講師　東海学院大学　客員教授　子安　崇雄　氏

4
12/11（土）
10：00〜14：00

●講座　1.「地域包括支援センターとは」 講師　地域包括支援センター中央北　佐野　春美　氏
　　　　2.「高齢者との関わり方」 講師　地域包括支援センター北部　　酒井　恭子　氏
　　　　3.「介護保険の訪問介護サービスの内容と制度外のニーズについて」

　　　　　講師　地域包括支援センター境川　　柴田ひろ子　氏
●ボランティアグループ「で愛ふれ愛街の幸せ隊」の活動紹介
●体験コースの紹介と調整 協力　ボランティアグループ「で愛ふれ愛街の幸せ隊」

5 12月〜1月

●体験コース（講座内で詳細を案内）より1つを選択し体験をする
　○体験日　土曜日もしくは日曜日
　○時　間　2時間位
　○場　所　認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）
　○内　容　余暇活動に一緒に参加する
　※「で愛ふれ愛街の幸せ隊」が同行し、応援します

6 1/29（土）
10：30〜13：00 ●体験報告会と懇親会

「出会いと学びの講座」
〜 あなたの何かやりたい気持ちに応えます 〜

勤労者地域デビュー作戦事業

参加者
募集!

《対　象》	 中高年で本講座に関心があり、できるだけ全
て受講できる方

《場　所》	 ワークプラザ岐阜（岐阜市鶴舞町2-6-7）
《定　員》	 20名
《参加費》	 無料　　

《お申込み》	 電話またはFAXにて、①氏名、②住所、③電
話番号をお伝え下さい

	 ☎	255-5511　FAX	255-5512
《申込期限》	 11月11日（木）

※受講生の方には「いきいきシニアライフ“地域生活者”として生きるヒント」のテキストを差し上げます!

講座を受けた後
グループに入って

こんな活動
しています! !

◆◆◆ 「で愛ふれ愛街の幸せ隊」の活動例 ◆◆◆
個人宅で… 	 グループホームで…

●雨漏りの修理	 ●花壇の土づくり
●ベッドの移動	 ●買い物付き添い　
●お話相手	 ●夏祭りのお手伝い
●たんすの運び出し	 ●畑の草取り
●庭木の枝切り	 ●ナツメロ演奏　　等々

他
日曜大工、健康づくり、野菜づくり、演芸などの活動も…

雨漏りの修理

枝切り

「仲間づくり」や「仕事以外の新たなライフスタイル」を求める方々に、自身の楽しみプラ
ス新たな自分の発見と生きがいづくりにつなげるヒントを見つけていただく講座です。
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　近年、災害時におけるボランティアの活動への意識が高まり、様々な団
体が災害救援ボランティアの取り組みを行っています。岐阜市社会福祉協
議会においても大規模災害の際、災害ボランティアの受入体制となる災害
ボランティアセンターを設置します。
　今回はNPO法人レスキューストックヤードを講師にお招きし、災害ボ
ランティアコーディネーターについての講義や災害ボランティアセンター
の立ち上げ訓練を実施します。是非皆さんご参加下さい。

対　象：市内在住または在勤で災害ボランティア活動に興味・	関心のある方
場　所：南部コミュニティセンター（岐阜市加納城南通1丁目20番地）

日　　時 内　　容

11月10日㈬
10：00～16：00

岐阜市社会福祉協議会における災害ボランティアセンターについて
担当：岐阜市社会福祉協議会

災害ボランティアコーディネーターに関する講義及び災害ボランティアセンター設置訓練
講師：NPO法人レスキューストックヤード

11月19日㈮
10：00～15：30

災害ボランティア活動者の体験談　講師：防災ボランティア岐阜
防災ゲーム「クロスロード」の実演

講師：NPO法人レスキューストックヤード

参加費：無料　　　定　員：20名
お申込み：電話またはFAXにて、①氏名、②住所、③電話番号をお伝え下さい。

電話	255－5511　FAX	255－5512
申込期限：10月25日（月）

　現在、学校を中心に実施している福祉教育・福祉体験学習にお
ける福祉体験サポーターの役割は大きくなっており、昨年におい
ても40回を超える福祉体験学習にご協力いただきました。
　今回新たに福祉教育やボランティアに興味がある方を対象に、
福祉体験サポーターの養成講座を開催します。
　皆さん、ぜひご参加下さい。

対　象：市内在住または在勤で福祉教育、ボランティアに興味・
関心のある方

場　所：岐阜市民福祉活動センター（岐阜市都通2－2）　他
日　時 内　　容 会　　場

11月1日㈪
10：00～

15：00

福祉教育に関する講話
講師：中部学院大学短期大学部

大井 智香子 氏
福祉体験用具についての基礎 

講師：福祉体験サポーター会

岐阜市民
福祉活動センター

未　定 福祉体験の実体験 市内小・中学校

12月6日㈪
10：00～

15：00

福祉体験についての
グループワーク

講師：福祉体験サポーター会

岐阜市民
福祉活動センター

参加費：無料　　　定　員：20名
お申込み：電話またはFAXにて、①氏名、②住所、③電話番号をお

伝え下さい。
電話	255－5511　FAX	255－5512

申込期限：10月25日（月）

災害ボランティアコーディネーター養成講座

福祉体験サポーター養成講座

平成7年の阪神大震災をきっかけに生ま
れた「震災から学ぶボランティアネットの
会」が前身。平成14年にNPO法人とし
て認証され、被災地へのスタッフ派遣の
ほか、ボランティア向けの被災地へのバ
スの運行なども手がけています。一方、
平時の活動として、防災にかかわる講
演会への参加や、地域の防災関連行
事の企画にもかかわっています。

NPO法人　 レスキュー
ストックヤードについて

主に地震防災啓発活動を行っているボ
ランティア団体で、災害時における自助、
共助、公助についての講話を行ってい
ます。また、身の回りの物を使って大地
震に対する備えや災害時における家族
との連絡法など地震防災に関する講話
を、地元の公民館やコミュニティセンター
を中心に実施をしています。

防災ボランティア岐阜
について

　「福祉体験サポーター」とは、車いすやアイ
マスク、高齢者擬似体験等福祉体験用具を用
いた福祉教育を実施する際に、児童・生徒や
地域のみなさんが安全で正確に体験していた
だくための見守りや指導補助をするボラン
ティアです。

福祉体験サポーターとは…

前回の福祉体験サポーター養成講座の様子
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地域の福祉
みんなで参加 10月から赤い羽根共同募金運動が始まります！

共同募金目標額【岐阜市支会】 63,716,000円
　共同募金運動は、毎年10月から「赤い羽根」をシンボルに、全国一斉に始まる募金運動で、今年で64年目を迎えます。皆様か
らいただく募金は、ふれあい・いきいきサロンなどの地域福祉活動や民間社会福祉施設での事業に活用されています。
　おかげさまで、昨年は岐阜市でおよそ6千5百万円、岐阜県でおよそ3億8千4百万円の募金をいただき、県内の様々な社会福祉
活動に役立てられました。
　共同募金は、寄附者の自発的な協力によって成り立っている募金です。共同募金の主旨をなにとぞご理解いただき、今年度も
ご協力をお願いいたします。

戸別募金 地域の自治会（各家庭）に呼びかける募金です。

職域募金 企業等で働いている方に呼びかける募金です。

学校募金 学校で児童や生徒が呼びかける募金です。

法人募金 法人の社会貢献として呼びかける募金です。

街頭募金 ボランティアが街頭に立って呼びかける募金です。

今年度も10月から市内各所で
街頭募金を実施します。皆様
のあたたかいご協力をお願い
いたします。

地域福祉へ

～ 共同募金の1年間 ～
受配者 要望受付

（4月～5月）
募金募集

（10月～12月）

配　　分
（翌年4月以降） 募金受入

寄附者共同募金会

社会福祉施設・団体へ NPO法人やボランティア団体へ

社会福祉協議会が行うふれあい・いきいきサロンや社協だより、ボランティア情報紙の発行などの事業に活用されています。

共同募金は、事前に地域内の社会福祉施設や社会福祉団体、ボランティア団体等から、活動のため
の資金ニーズを取りまとめ、使い途の計画を立ててから募金を行う、計画募金です。

社会福祉施設等をよりよくするための整備事業や福祉団体が行う福祉
事業等に活用されています。

NPO法人やボランティア団体の福祉サービス事業に係る機器整備など
の事業に活用されています。

三味線や太鼓に合わせて小唄や踊り
でお座敷文化を楽しみました。明徳
ならではの邦楽に触れ、貴重な体験
でした。 （明徳支部）

羽根っ子ゲームの軽い羽根を的に入
れ、得点を競い合い、景品もあり、
時間いっぱい楽しみました。

（西郷支部）

スカットボールや輪投げに挑戦！
「けっこう難しい」と言いながら狙い
を定め、一喜一憂。

（鶉支部）

カラーリングを使い、無理せずに楽
しく体が動かせました。皆の顔がハ
ツラツとし、応援の声も大きくなり
ました。 （藍川支部）

共同募金

配分事業

レポート
多機能型事業所ポップコーン
（生活介護事業・就労継続支援B型事業）
スチームコンベクションオーブン機器整備事業

　ポップコーンは、地域の障がい児（者）とその家族の生活支援
の拠点となることを目指している施設です。
　入浴・排泄・食事等の介護によって生活を支えるとともに、
マグネットやクリップ等の自主製品づくり、パウンドケーキや
クッキーの製造・販売をとおして、利用者の知識や能力の向上
を支援しています。

おいしいケーキをやいています！

今回購入した「スチームコンベクションオーブ
ン機器」で美味しいケーキを作っていきます！

みんなの笑顔を
引き出したい…
ポップコーンでは

「明日も来たい！」と
思われる施設づくりを
目指しています。

●社会福祉協議会
●社会福祉施設
●更生保護施設
●保育施設
●小規模授産施設
●NPO法人　等

●地域住民
●企業
●職場
●学校　等

目標額の決定

配分審査決定

共同募金って？

共同募金のシンボルは「赤い羽根」
　その昔、ヨーロッパの騎士やアメリカの先住民族の
間で、赤い羽根は「勇気のしるし」「善行のしるし」とし
てつけられていました。共同募金のシンボルとしては
アメリカで最初に使用され、日本では第2回目（1948年）
の運動から使用するようになりました。現在「赤い羽根」
には「たすけあい」「思いやり」「しあわせ」の意味が込
められています。

実施期間
　毎年1回、全国一斉に展開する共同募金の実施期間は、
厚生労働省の告示により10月1日から12月31日までと
定められています。

愛ちゃんと希望くん
　1986年に誕生した「愛ちゃん
と希望くん」は共同募金運動のシ
ンボルキャラクターです。 愛
ちゃんが姉で、希望くんが弟と
なっています。

こんな募金方法も…
「自動販売機による募金」
　赤い羽根マークの付いた自動
販売機で飲料水を購入すること
によって、飲料水の売上の一部
が共同募金に寄附されるという
しくみです。

「赤い羽根カプセル募金箱」
　赤い羽根カプセル募金箱は、200円
を寄附することによって、カプセル
募金箱から「赤い羽根キャラクターピ
ンズバッジ」が出てくる募金箱です。
　秋のイベントの際に見かけたら、
ぜひ募金をお願いします。

共同募金に関する情報は…
www.akaihane.or. jp
もっと知ってほしい情報がたくさん。
中央共同募金会のホームページです。

【設置場所】
○岐阜県福祉・農業会館　○十六銀行本店内
○アクティブG内　などに設置されています。
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日常生活自立支援事業のご紹介
Q 日常生活自立支援事業ってどんな事業ですか？

Q どんな支援をしてくれるのですか？

A 日常生活で判断能力に不安のある方々が、地域で安心して暮らせるよう、契約に基づき福祉サービス援助等
を行う事業です。

Q どんな人が利用できますか？

A 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など、日常生活において判断能力に不安のある方々が対象とな
ります。

A 主 な サ ー ビ ス の 内 容

①福祉サービスの利用援助
・福祉サービスの利用に関する情報の提供、相談
・福祉サービスに関する苦情解決、制度の利用手続き
・福祉サービスを利用するための申込みや契約の代行など

②日常的金銭管理サービス
・福祉サービスの利用料を支払うための手続き
・年金や福祉手当の受領に必要な手続き
・預貯金の出し入れや預金解約などの手続き

③書類等預かりサービス
・重要な書類等を金融機関の貸金庫を利用

してお預かりします。
　【保管できる書類】
　定期預金通帳、証書、実印、銀行印など

※このようなことはお手伝いできません。
・洗濯・買い物・介護・看護・通院に付き添う。
・ご本人に代わって福祉サービス利用などの契約書に署名をする。
・福祉サービス利用などの契約時に保証人になる。
・不動産や預貯金の資産を運用、管理をする。

生活支援員募集！！
日常生活自立支援事業で活動していただける生活支援員を募集しています。

●活動内容　利用者の福祉サービス利用に関する相談援助や日常的金銭管理（預金の払い戻しや支払い）

●活 動 費　1時間　1,000円（交通費含む）

●応募資格
　・20歳以上の方
　・ボランティア活動や福祉に関心をもって活動していただける方
　　（現在、民生委員・児童委員やホームヘルパーとして活動している方は除きます。）
　・週に1回1時間程度活動できる方
　・本会が実施する説明会と面接を受けることができる方

●説 明 会　日時／平成22年10月20日（水）午前10時から11時30分
●面　　接　日時／平成22年11月10日（水）午前10時から12時
　　　　　　会場／岐阜市民福祉活動センター（岐阜市都通2−2）
　　　　　　説明会申込み締め切り／10月4日（月）

●申込み問合わせ先
　岐阜市社会福祉協議会　岐阜地区福祉サービス利用支援センター
　電話 058−252−6661　FAX 058−255−5512

Q 利用料はいくらかかるのですか？

A 利用相談や支援計画の作成にかかる費用は無料ですが各種サービスは有料です。
① 福祉サービスの利用援助　

1時間あたり1,000円　※生活保護受給者は無料です。② 日常的金銭管理サービス
③ 書類等預かりサービス／1ヶ月あたり500円　※生活保護受給者も同額です。
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「岐阜市福祉の店友
ゆ う

＆愛
あ い

 」
 のご紹介

ご来店
お待ちして
います日常生活品として、また職場や地域の行事等の記念品、

プレゼントなどにいかがでしょうか！ぜひご活用下さい。

商品価格（一例）
クッキー類／200円〜
石　け　ん／130円〜

エ プ ロ ン／950円〜
袋　も　の／
130円〜500円

ショッピングセンター
マーサ21 3階にて

（正木中1丁目2番1号）

365日営業中！

道三祭り
若宮通歩行者天国にて

お問い合わせ先
岐阜市社会福祉協議会  電話 255−5511

「岐阜市福祉の店友＆愛」は、障がいのある
方や母子家庭の母親等、生きがい、自立を
目指して創作した作品を、展示・販売する
ための常設店です。

信長まつり
（10月2日・3日）
にも出店します！

私たちが出店しています！
岐阜なずな学園 （茜　部） 第二恵光学園 （　島　） ヴァリエーション （金　華）

いぶき （　島　） 岐阜市身体障害者福祉協会 （本　郷） あしたの会家庭学校 （則　武）

あしたの会作業所 （岩野田） 岐阜市母子寡婦福祉連合会 （本　郷） 第二いぶき （三輪北）

みやこ授産所 （本　郷） ひなの郷作業所 （網　代） ポップコーン （西　郷）

あおやぎ授産所 （本　郷） 長良ひまわり社 （長　良） いぶきゆめひろ共同作業所 （　島　）

ワークサポートひの (日　野） すまいるはうす （七　郷） ※（　　）は所在地の地区名です

ティッシュケース、給食袋セット、
腕カバー、アクリルタワシ、エプロン、
クリップ、しおり、靴下、手提げバッグ、
マスク（柄入）、軍手、ろうそくなど
日常生活に使っていただける各種
品々があります。「手作りでていねい
に作ってあり、丈夫で長持ちします
ね」とお声をいただいています。

米の粉クッキー、ミックスクッキー、
おからクッキー、かりんとう、パウン
ドケーキ、めかぶっこ、しいたけっこ、
うのはな茶、珈琲などの食品類も色々
ありますのでぜひご賞味下さいね。

固形石けん、半ねり石けん、
エコバック、マイ箸袋など、
エコ商品もありますよ。

営業時間
午前10時〜

午後9時
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●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
　・注文している車いすが届くまでの

間、必要な方

●貸出期間
　１ヶ月間を限度としています

●貸出窓口
　岐阜市社会福祉協議会事務所のご案内
　（11ページ）をご覧下さい。

車いす貸出のご案内

貸出用の車いす  （左）介助式、（右）自走式

＊＊ 岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ ＊＊社協の情報ひろば

ホームヘルパー・ガイドヘルパーを募集しています
●登録できる方
　・ホームヘルパー養成研修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
　・ガイドヘルパーの資格がある方（ただし、外出時の介護のみ）
　・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

●ホーム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

●お申込み先
　岐阜市社会福祉協議会　電話255−5511

●利用時間区分
　【午前】午前9時〜正午　【午後】正午〜午後5時
　【夜間】午後5時〜9時

●休 館 日
　年末年始（12月29日〜翌年1月3日）

●利用申込　2ヶ月先まで予約できます　TEL 252-6690  または 255-5511

●交通アクセス
　公共交通機関  岐阜バス
　鏡島・市橋線（K15、K16）　真正大縄場線（085、080、075）
　　「福祉センター保健所前」下車
　岐阜高富線（G51、G30）「鍵屋」下車  北へ300m
　※当センターの駐車場はわずかです。お越しの際は、公共交通機関をご利用下さい。

●駐 車 場
　・センター敷地内　№25〜31　　　　・東側駐車場　№17〜26
　・村雨町駐車場　　№5〜8、18、19

岐阜市民福祉活動センター会議室利用案内

大会議室（約120名収容）

福祉活動を目的とした会議や研修は、無料でご利用いただけます

中会議室（約40名収容）

家庭での困りごとや心配ご
となどに民生委員・児童委
員が相談にのっています。
●相談時間
　毎週木曜日（祝日を除く）
　午後1時〜4時
●場　　所
　市役所2階市民相談室

ふれあい福祉相談のご案内

市民相談室の様子

福祉に関する相談
相談日時／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　電話  253-0294

認知症高齢者の
介護に関する相談
相談日時／毎週火曜日

（祝日を除く）
午前10時から正午
電話  253-0294

日常生活自立支援
事業に関する相談
相談日時／
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
電話  252-6661

来所相談 電話相談

2010 No.12910



　高齢者ができる限り要介護状態になることなく、健康でいきい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。

●時　間　午後1時30分〜3時
●日程・内容

●場　所　岐阜市社会福祉協議会（都通2-2）

●場　所　岐阜市社会福祉協議会（都通2-2）

●時　間　午後1時30分〜3時
●日程・内容

●時間・場所・日程

●内容

各種介護予防教室のご案内

岐阜市社会福祉協議会  事務所のご案内

すっきり頭 しゃっきり体

①運動指導教室　全８回コース

②転倒予防教室

③食を考えよ〜う得教室　全3回コース（栄養改善教室）

 1 月19日（水） ストレッチング・体力測定
 1 月26日（水） 運動と体力
 2 月 2 日（水） ストレッチング
 2 月 9 日（水） 有酸素運動
 2 月16日（水） ウォーキング
 2 月23日（水） 筋力トレーニング
 3 月 2 日（水） トレーニングの基礎原則
 3 月 9 日（水） ストレッチング・体力測定

10月21日（木） いきいき健康で美しく歩こう
11月 4 日（木） 楽らく体操で転倒予防
11月25日（木） 椅子に座ったまま音楽に合わせて元気体操

●時　間　午後1時30分〜3時
●日程・内容

●場　所　岐阜市社会福祉協議会（都通2-2）

①〜④のお申込みについて
●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できる方）
●お申込み方法

おおむね開催日の1週間前までに、電話またはFAXで・住所　・氏名　・生年月日　・電話番号をお伝え下さい。
●お申込み先　岐阜市社会福祉協議会  中央センター　電話 255−5010　FAX 255−5011

④介護予防教室

10月15日（金） リンパの流れをよくして体も心も若くなりましょう
11月12日（金） 音楽にのせてエクササイズしよう
12月10日（金） 寄せ植えで冬の玄関を華やかに飾りましょう

社協事務局・岐阜市ボランティアセンター（2階）・中央センター（1階）

岐阜市都通2丁目2番地
岐阜市民福祉活動センター内  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）
真正大縄場線（085、080、075）
　「福祉センター保健所前」下車
岐阜高富線（G51、G30）「鍵屋」下車  北へ300m

市役所

岐阜市福祉
健康センター

岐阜駅

長
良
橋
通
り

金
華
橋
通
り

忠
節
橋
通
り

岐
阜
西
通
り

JR東海道本線

● 社会福祉法人
　岐阜市社会福祉協議会
● 中央センター

社協柳津支所・柳津センター
岐阜市柳津町下佐波1丁目8番地
社協柳津支所・柳津センター
TEL279−1800・FAX279−1898
公共交通機関  岐阜バス
茜部三田洞線（E70、E71、N61、N62）
　「下佐波」下車  西へ50m

佐波保育所

至  県庁

至  羽島

至  

流
通
団
地

至  

笠
松

柳津
小学校

境
川

やないづ
もえぎの里
やないづ
もえぎの里

主
要
地
方
道

　岐
阜  

南
濃
線

県道笠松　墨俣線

●岐阜市社協柳津支所
●柳津センター

北部センター
岐阜市長良東2丁目140番地
岐阜市北市民健康センター1階
TEL295−1185・FAX296−7128
公共交通機関  岐阜バス
松籟加納線（E18、E19、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

長良
医療センター

スーパー

至  高富

岐阜環状線

北部センター

至  

鏡
島
大
橋

長
良
高
校

長
良
公
園

南部センター
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前」下車
茜部三田洞線（E70、E71、N61、N62）
　「城南病院前」下車  西へ500m
　

幼稚園

日本赤十字社
岐阜県支部

岐
阜
南
警
察
署 南部センター

国道21号

社 協 の 情 報 ひ ろ ば

柳津生涯学習センター
（柳津町下佐波1-7）

13：30〜15：00

市橋コミュニティセンター
（市橋6-13-25）
13：30〜15：00

日光コミュニティセンター
（日光町9-1-3）
13：30〜15：00

①10月 7 日（木） ①10月15日（金） ①11月10日（水）
②10月14日（木） ②10月22日（金） ②11月17日（水）
③10月21日（木） ③10月29日（金） ③11月24日（水）

①食べる事は健康の基本
②簡単・手間なくおいしい食事
③元気・いきいき食事計画

2010 No.129 11



2010 No.12912

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。

アドレス http://www.gifushi-shakyo.or.jp Eメール office@gifushi-shakyo.or.jp

白山支部

常磐支部

日置江支部

西郷支部

①いきいき健康サロン
②白山映画の集い

上土居いきいきサロン

ふれあい・いきいきサロン

第一学ヶ丘・阿弥陀寺
いきいきふれあいサロン

開 催 日 ／ ①毎月第３水曜日　②毎月最終土曜日
開催場所 ／ 白山公民館
　いきいき健康サロンでは、毎回、お手玉・折り紙・数字並べ・ゲームコー
ナーがあり、楽しんでいます。サロンの最後に全員が輪になり、「キャッ
チ」のレクリエーションで大笑いし、ふれあうことが大好評です。

開 催 日 ／ 毎月第3金曜日（9:30～11:30）
開催場所 ／ 上土居公民館
　常磐支部では、7会場でサロンを実施しています。
　上土居いきいきサロンは、常磐で最初に始めたサロンで、今年で10年
目を迎えます。「個人が普通の生活を続けるため、心と体の健康保持に
努める」をモットーに、和気あいあいとしたアットホームなサロンです。

開 催 日 ／ 毎月第4木曜日（9:30～11:00）
開催場所 ／ 日置江公民館
　高齢者を対象に、健康相談と同じ日に開催しています。
　物づくり・ゲーム・軽い体操など、誰もが楽しく参加できるサ
ロンです。

開 催 日 ／ 年5回
開催場所 ／ 阿弥陀寺公民館（正法寺）他
　お花見、日常生活に役立つ健康管理、非公開文化財の一般公開
の見学と落語、花餅作り、レクリエーションなどの内容で、年5
回開催しているサロンです。

皆で輪になり、見よう見まねで「かわさき」「春駒」等を踊り、
心も体も軽くいい汗をかきました。

和室で談話のひとときを過ごした後、サロン10周年の特別イベントとして
「オージンうすい」さんのマジックで、大変盛り上がりました。

新聞紙を丸め、色テープを貼ったマイボールをビュット（目標球）めがけ、
「エイ」…思わぬところへ転がるボールに悪戦苦闘。

今回初めて子供たちと一緒に七夕飾りの企画をしました。童心に戻り、参
加者全員、時間を忘れ、楽しいひと時を過ごすことができました。
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