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平成22年度
赤い羽根共同募金

10月1〜3日
JR岐阜駅での街頭募金

11月28日 JR岐阜駅にて
ボーイスカウト
岐阜第16団の皆さん

12月4日 マーサ21にて
島中学校 陸上部員の皆さん
ありがとうございました!!

11月23日 柳津フェス
ティバル会場にて
社協ボランティア塾の小
学生や地域の高校生に
よる募金活動。
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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。

就 任 挨 拶
このたび、岐阜市社会福祉協議会会長という大役をお受けすることになり、その使命の重
大さをひしひしと感じているところでございます。
さて、少子・高齢社会の一層の進展や人口減少に伴い、家族内の見守り機能の低下や地域
連帯感の希薄化、コミュニティの脆弱化が叫ばれており、地域においては虐待・消費者被害・
災害時支援・ひきこもり・孤独死や自殺など地域との孤立を起因とした様々な生活課題が深
刻化しています。
このような状況のもと、新たに作成した「第2次岐阜市地域福祉活動計画」に基づき、重点
社会福祉法人
事業を中心として福祉コミュニティの形成を図り、社協支部活動を中心とした住民参加、協
岐阜市社会福祉協議会
働のもと事業を推進するとともに、福祉サービス利用者の立場から、日常生活自立支援事業
会長 坂井 富三郎 や法人後見事業による要支援者の自立支援と権利擁護を推進、介護サービス事業においては、
独立採算の経営理念のもと効果的で適切な事業運営に努め、利用者本位で信頼をされる質の高い福祉サービスを実施
します。また、社協らしさのある制度外サービスへの取り組みを通して、「ふれあいのまちづくり」を実現するよう専
心努力いたす所存でございます。
もとより微力ではございますが、関係各位のご支援を賜りながら、会長としての責務を果たす所存でありますので、
何卒格別のご指導ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

全国社会福祉大会「社会福祉協議会優良活動表彰」受賞！
岐阜市社会福祉協議会では、第1次岐阜市地域福祉活動計画の重点事業
「勤
労者地域デビュー作戦事業」について、平成17年度から取り組みを進めてき
ました。
その事業実績が認められ、去る11月5日に開催された「平成22年度 全国社
会福祉大会」において、
「社会福祉協議会 優良活動表彰」を受賞いたしました。

〜 事業のあゆみ 〜

H17 こんな課題から

「関心はあるが、地域の活動にどう取り組んだらいいか分からない…」
「地域活動への男性の参加が少ない…」

H18 ボランティア活動に参加
H19 ボランティア活動の企画・実施
H20 仲間づくり講座 「生き方応援塾」の開催
H21 ボランティアグループ 「で愛ふれ愛街の幸せ隊」結成
「で愛ふれ愛街の幸せ隊いざ出陣講座」の開催

H22 「出会いと学びの講座」の開催

「勤労者地域デビュー作戦事業」
って…？
仕事や家庭があっても地域の一員と
して、ボランティア活動に主体的に参加
し、いずれは自分の地域で生き活きとい
きがいをもって暮らしていけることを願
い、地域にデビューできるよう応援して
いくことを目的に実施しています。

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。
8月25日から12月21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
・財団法人田口福寿会
・明暗導主会
・岐阜フリーマーケット協会
岐阜リサイクル運動推進の会
・須山誠治
●福祉ボランティア基金へ
・やざわしゅうと
・匿名
・匿名
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500,000円
15,254円
12,143円
30,000円
10,000円
8,000円
5,000円

●物品
・岐阜城ライオンズクラブ
車いす
3台
電動アシスト自転車
2台
・岐阜聖徳学園大学附属中高等学校 生徒会
車いす
3台
※寄贈された車いすは、一時的な
理由で歩行が困難な方への貸し
出しや、小中学校をはじめとす
る福祉教育の一環として使用さ
せていただきます。
岐阜聖徳学園大学附属中高等学
校 生徒会のみなさんありがと
うございました。

共同募金にご協力いただきありがとうございました！
10月1〜3日
JR岐阜駅にて
多くの募金ボランティアの
皆さんの協力で
街頭募金を行いました！

皆さまからのあたたかいご支
援、ご協力をいただき、10月か
ら12月 ま で の3ヶ 月 間、 共 同 募
金運動に取り組むことができま
した。
いただきました募金は、平成
23年度に実施される社会福祉協
議会等の地域福祉事業の推進や
社会福祉施設の整備事業、NPO
法人やボランティア団体などの
活動費として活用していきます。

10月1日 JR岐阜駅にて
平成22年度の共同募金運動を開始しました!

ボランティア活動をした小学生の皆さんから
お手紙をいただきました。

（Ｔさん）

（Ｕさん）

（Mさん）

平成22年度はこんな事業に活用されました!!
12月4日
マーサにて

社会福祉協議会が行うふれあい・いきいきサロンや
各種研修事業へ !!

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へ ! !

社会福祉法人 いぶき福祉会
生活介護事業所第二いぶき
〜利用者送迎用マイクロバス更新事業〜
第二いぶきは、重症心身障害児（者）が通所してい
ます。ここでは、「招き猫マドレーヌ」や「いきなり
だんご」などの授産製品を作って販売しています。

本郷支部 高齢者介護予防教室
懐かしい歌を思いっきり歌い心に響く
ミュージックベル演奏で、心も身体もすっ
きりし、若返った気分です。

早田支部 ふれあい・いきいきサロン
保育所の園児が、元気いっぱいにダンスや
歌の発表をし、肩たたきもしてくれ、参加
者みんなが満面の笑み!!

加納東支部 ふれあい・いきいきサロン
「楽しい人生」と題し、社協加納東支部の歌ができました。
誰もが口ずさむことができます。微笑がこぼれる歌です！

利用者の送迎をより安全に安心して実施することが
できるようになりました。
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地域福祉推進フォーラム2010 ～手をつなごう
今回の地域福祉推進フォーラムは、「手をつなごう
して開催し、200名以上の参加がありました。

安心と活力がうまれる

安心と

しあわせのまちづくり」をテーマと

3つの実践発表と講演をとおして、地域活動のプロセスやその活動の大切さを知っていただくことができました。

概要説明

第2次岐阜市地域福祉活動計画について

実践発表①

「地域のつながり（絆）・声かけあう街づくり」

実践発表②

「住んでいる地域でわたしたちにできること」

実践発表③

「社会福祉施設地域交流事業について」

講

「これからの助け合い活動について」

演

概要説明 「第2次岐阜市地域福祉活動計画について」

社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会
地域福祉活動計画は、社協が中心となって、多くの住民代表やボランティア、福
祉団体の方の参加を得て、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。
平成21年度に策定した本計画は、平成16年度に策定した地域福祉活動計画（実施
期間：平成17年度〜21年度）の第2次計画（実施期間：平成22年度〜26年度）になり
ます。本会では、本計画をこれからの地域福祉活動の指針として取り組んでいきます。
● ● ●
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第2次岐阜市地域福祉活動計画

計画の体系

● ● ●

活力がうまれる しあわせのまちづくり～

を開催しました！

実践発表 ①

「地域のつながり（絆）・声かけあう街づくり」

岐阜市社会福祉協議会 鷺山支部
社協支部は、自治会等の住民自治組織や当事者団体、福祉関連の住民組
織団体等によって構成された組織です。市内に50ある社協支部のうちの1
つ、社協鷺山支部は、鷺山地区を活動エリアとしています。
社協鷺山支部は、今年度、岐阜県と岐阜県社会福祉協議会、岐阜市と岐
阜市社会福祉協議会が協働で取り組んでいる「福祉コミュニティ構築推進
支援事業」の助成を受けて、地域活動の拠点（若水町公民館）を整備しました。地域のみんなが集まれる地域活動の
拠点ができたことで、ふれあい・いきいきサロンや支え合いマップづくりなどを行っていけるようになったこと、
そうした取り組みを通じて、福祉に関心のある方を増やして、近隣同士の声の掛け合いや買い物のついでの見守り
など、自分たちでできる活動につなげていきたいという想いを語られました。

実践発表 ②

「住んでいる地域でわたしたちにできること」

ボランティアグループ で愛ふれ愛街の幸せ隊
ボランティアグループで愛ふれ愛街の幸せ隊は、本会主催の勤労者地域
デビュー作戦事業を通じて平成21年6月に結成されたボランティアグルー
プです。
グループの活動として、今までに培ってきた知識や技能、経験を活かし
て、ひとり暮らし高齢者や障がい者の方の生活上の困りごとをお手伝いし
ています。グループホームでの定期的な活動やひとり暮らし高齢者の方との傾聴活動、雨樋修理などの日曜大工活
動等、自分たちが今、取り組んでいる活動を紹介され、これからも、地域のさまざまな人との「出会い」や「ふれあい」
によって愛
（心）
を大切にした活動を進めていきたいと語られました。

実践発表 ③

「社会福祉施設地域交流事業について」
特別養護老人ホーム

やすらぎの里川部苑

特別養護老人ホームやすらぎの里川部苑は、七郷地区にある社会福祉施
設です。
今年度、本会の助成事業である「社会福祉施設地域交流助成事業」の助成
を受け、地域との交流のきっかけづくりを目的とした「夏祭り」を開催しま
した。この「夏祭り」の開催にあたって、地域とどのようにつながり、地域
からどのような協力をいただいたのか、その経緯やこういったイベントを
とおしてできた「地域」と「施設」とのつながりを大切にしていきたい、そう
いったつながりから、地域とともにある社会福祉施設づくりをしていきたいという発表をいただきました。

講

演

「これからの助け合い活動について」

社会福祉法人 岐阜県社会福祉協議会
地域福祉部課長 斉藤 浩昭 氏

講演では、「地域を取り巻く状況」や「在宅福祉サービスの今後のあり方」
についての説明の後に、岐阜県内の「助け合い活動」の実践事例の紹介をい
ただきました。特に、「見守りネットワーク活動」では、支え合いマップづ
くりをはじめとして、高齢者による電話のリレー訪問、命のバトン等の興
味深い地域の活動が紹介されました。最後に、これからの助け合い活動の
キーワードは「人づくり」「拠点づくり」「ネットワークづくり」であり、そ
ういった活動を支援していく団体が社会福祉協議会であるとして、講演を締めくくられました。
2011 No.130
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作って遊んで ふれて楽しい
フェスティバル

ル
バ
ィ
テ
ス
ェ
フ
流
交
子ども・3世代
開催!!
NPO・ボランティア・生涯学習

このフェスティバルは、岐阜県（行政）と岐阜市社会福祉協議会、NP
と岐阜市社会福祉協議会、NPO・ボランティア・福祉団体が
連携して、様々な活動実践の場を提供することにより、それぞれの活動意欲を高めてもらうとともに、
学習活動への参加を促進することを目的としています。
子どもから大人まであらゆる世代の人たちが、
学び・楽しむことができる参加体験型のイベントです。是非お誘い合わせの上、ご来場ください。

● イベント日程 ●

主
共

所 ： 岐阜県県民ふれあい会館2F〜4F
（岐阜市薮田南5−14−53）
催 ： 岐阜県・
ぎふNPO・生涯学習プラザ
岐阜市社会福祉協議会
催 ： 岐阜県県民ふれあい会館

西岐阜

岐阜県
福祉・農業
会館

長良大橋

岐阜県

至 墨俣

至 新幹線岐阜羽島駅
至 名神高速岐阜羽島 IC

ステージ発表
〇時間：12:00〜13:00
〇場所：2Fアトリウム ステージ

ボランティア・市民活動、生涯学
習への出会いの場、相談の場を設け
皆さんをお待ちしております。

ステージ発表では県内で知名度が急
上昇しているあの清流国体・清流大会
キャラクター「ミナモ」が登場します!!
他にもどんな発表があるかお楽しみに!

県や市内のNPO、ボランティア
生涯学習相談機関窓口

音楽の演奏

体験コーナー
〇時間：10:00〜15:00
〇場所：3F大・中会議室
4F小会議室
子どもから大人まで楽しめる物
作り・遊び体験コーナーや車いす
などの福祉体験コーナーを企画し
ていますので楽しんでください。
※一部材料費が必要になります
サイエンスものつくり
福祉体験コーナー
シールつくり
など
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21

南警察署

県民ふれあい会館

〇時間：10:00〜15:00
〇場所：2Fアトリウム

6

岐阜

岐阜県庁

展示・相談コーナー

活動施設、団体紹介コーナー

岐阜市科学館
県美術館
県図書館

21

穂積大橋
至 大垣

名鉄岐阜

JR 東海道本線

至 大垣

長良川

場

河渡橋

時 ： 平成23年2月26日（土）
10:00〜15:00

環状線

日

至 鏡島大橋

至 揖斐

子どもたちの合唱

授産製品の販売コーナー
いくつかの授産所が参
加され、そこで作られた
製品の販売を行います。
一度見てみてください。
NHK「みんなの手話」で活躍の

女優 岡田絵里香さん
が来場！
プロフィール
岐阜県出身。映画「バベル」
やＮＨＫ「みんなの手話」な
どに出演。聴覚障害者の女
優・タレントとして活躍中。
自叙伝｢ロンリーバタフラ
イ｣を出版。

福祉体験サポーター活躍中!!
社会福祉協議会では各種団体・市内小中学校での福祉教育をサポー
トする目的で、体験用具の貸し出しや講師派遣を実施しています。
また、福祉体験として車いすやアイマスク（視覚障がい）、高齢者擬
似体験を実施しています。その際に児童が安全に体験を行えるよう見
守りや指導補助をボランティア（福祉体験サポーター）と共に行ってい
ます。
今年度は新たに福祉体験サポーターの養成講座を
実施し、10名の方が参加をしていただけました。
講座では、車いすの使い方や視覚障がい者の方を介
助する方法等を学び、早速小中学校等で福祉体験サ
ポーターとして活躍していただいています。

災害ボランティアコーディネーター養成講座を開催しました!!
災害時のボランティアの支援等を実施する災害ボラン
ティアセンターを共に設置運営していただくボランティ
アコーディネーターを養成する災害ボランティアコー
ディネーター養成講座を開催しました。
講座ではNPO法人レスキューストックヤードを講師
に迎え、災害ボランティアコーディネーターとして心構
えや活動について講話をいただきました。
また、講座では災害ボランティアセンターの立上げ訓
練も行い、受講者は初対面にも関わらず協力してボラン
ティアセンターの立上げを経験しました。
自然災害が頻発している今般、災害ボランティアセン
ターはますます重要視されます。災害ボランティアセン
ターの設置運営を行う社会福祉協議会として、今後マ
ニュアル等の整備を行っていきます。

ボランティア塾、青少年ボランティアスクール終了!!
6月から12月にかけて実施をしてきたボランティア塾、青少年ボラン
ティアスクールが終了しました。
ボランティア塾では小学生、青少年ボランティアスクールでは、中高生
が共に福祉やボランティアについて学び、実際に施設等で行うお祭りのお
手伝いボランティアにも参加しました。最初は
戸惑いながら行っていたボランティア活動も回
数を重ねるごとに、たくましくなり、自ら考え、
積極的に活動している様子が印象的でした。
ここで学んだ事をこれからのボランティア活
動に活かされることを期待します。
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社協会費納入にご協力いただきありがとうございました。

社協会費総額 29,378,770円（平成22年12月21日現在）
社協会費に、ご理解とご協力を賜りありがとうございました。
社協支部の方々をはじめとして、社協会費納入にご尽力をいただい
た方々に、重ねて厚くお礼申し上げます。
社協会費は、地域福祉活動を推進していくための貴重な財源です。
岐阜市社会福祉協議会では、「ふれあいのまちづくり」を目指し、市
内50の社協支部活動を中心とした地域福祉活動を推進していきます。

普通会費
22,644,770円
特別会費（個人） 3,295,000円
特別会費（法人） 2,460,000円
施設・団体会費
413,000円
賛助会費
566,000円

様々な地域活 動 に 活 用 さ れ て い ま す
ふれあいサロン交流会（岐阜県社協主催）

社協華陽支部ふれあい・いきいきサロン
「お華ばたけ」
がポスターセッション！
！
8月11日、長良川国際会議場において「ふれあいサロン交流会」が開催さ
れました。午前中は、岐阜県レクリエーション協会の方の講演と、三重県
ポスターセッションの様子
の「在宅福祉ネットワーク愛里寿」の実践発表があり、午後から県内の14
サロンによるポスターセッションが行われました。岐阜市からは、社協華陽支部のふれあい・いきいきサロン「お
華ばたけ」
が参加し、その取り組み内容やサロン活動への想いを県内の参加者にアピールしました。

ポスターセッションとは…

会場に活動内容を掲載したポスターを掲示し、参加者が自由に見て回れるようにした発表形式です。発表者はポスターの脇に待
機し、質問に答えたり、補足的な情報を提供したりして、参加者との間で意見を交換し合います。

社協木田支部

「安心カード・お助けカード活動」開始！
社協木田支部では、11月17日に開催した「ひとり暮らし高齢者のつどい」で、
普段携帯できる「安心カード」と自宅の冷蔵庫などで保管するための「お助けカー
携帯用安心カード
ドの入った牛乳瓶」を参加者の皆さんにお渡ししました。木田支部のこの活動は、
社協支部の役員さんを中心に取り組んだものです。
カードをもらった方からは「安心した気持ちで生活できます」との喜びの声をいただき、活
動に協力した役員の皆さんからも「やりがいがあった」「みんなに喜んでもらえる活動を続け
ていきたい」という感想が出ています。この活動を通じて、警察署や消防署ともつながりが
お助けカードを
入れる牛乳瓶
でき、地域の福祉ネットワークの一役を担う活動になっています。

社協日置江支部

「お助けマーク活動」について
中津川市社協蛭川支部との意見交換会を開催！

社協日置江支部では、10月26日に日置江公民館で、日置江地区
で進めている
「お助けマーク活動」について、中津川市社協蛭川支部
の方々との意見交換会を開催しました。日置江地区では、民生委員
さんが中心になって、社協支部や自治会等と協力しながらこの活動
を進めており、その活動の経緯や現状、地域でどのように連携して
取り組んでいったのかについて、活発に意見交換を行いました。

意見交換会の様子

「安心カード・お助けカード活動」
や
「お助けマーク活動」
について

緊急医療情報等を
入れるペットボトル

木田支部や日置江支部で取り組まれている活動は、災害時や日常の緊急時に役立つ個人情報を自分で管理し、いざという時に備
えるという取り組みです。例えば、牛乳瓶の中に「医療情報等を記入した用紙」を入れて、シールで分かりやすく明示し、冷蔵庫
で保管するといったことによって、緊急時に支援に来た人に必要な情報を伝えることが可能になります。
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社 協 特 別 会 員（法人・団体・施設）
年間1万円以上納入の会員

口数

法人名

岐阜流通センター
10口
協同組合連合会
5口

医療法人社団慈朋会
澤田病院

3口 いちだクリニック
2口 ㈱戸羽新

口数

法人名

口数

㈱やまだ
かき松

栃井建設工業㈱

大野大仏堂

岐阜聖徳学園大学
福山通運㈱

岐阜支店

医療法人社団
岐阜南病院

尚英会

大洋紡績㈱
岐阜なずな学園
1口 ㈱電算システム
㈱遠藤造林
㈲小関商店
岸本医院
岐阜シェル石油販売㈱
岐阜長良郵便局
ごとう整形外科
㈱コマキ工業
酒井電気工事㈱
㈱サンウエスパ
㈱スーパーヤオジン菜の里
税理士法人戸田会計
崇福寺
㈱大一プリント

杉山内科胃腸科クリニック
共和印刷㈱
中島仏壇店
㈲更科
桐井産業㈱
㈲遠藤鍍金工業所
高橋産婦人科
魚松
平三㈱
鶯谷高等学校
㈱丸岐林サービス
杉浦紙工㈱
㈱梅田商店
アジア原紙㈱
近藤耳鼻咽喉科
割烹さわだ
たなか小児科
医療法人棚橋内科
秋田歯科

㈱太平洋久世製作所

伊東内科クリニック

竹村歯科医院

松岡整形外科・内科・
リハビリテーション

土本建設㈱
㈱東海建設

ウスイ消防㈱

十星商事㈱
岐阜贈答㈱

天一㈱

医療法人ともいき会
小牧内科クリニック

山口鋼業㈱

中部大建工業㈱

岐阜繊維福祉協同組合

篠田商事㈱

大丸印刷・製本㈱

加藤医院

大前医院

昭和コンクリート工業㈱

㈲丸徳森下建設

古川自動車興業㈱

山口精機工業㈱

寺嶋建設㈱

鵜飼不動産㈱

㈱岐阜安全サービス社

㈱竜光

㈱唐箕屋本店

岐阜掛軸㈱

岐阜管工事㈱

㈱洞田製作所

日本ガード㈱

㈱山田組

㈱美濃庄商店

中日本防水㈱

濃飛倉庫運輸㈱

岐阜信号施設㈱

㈱エフワン

㈱浅野鉄工所

日新印刷㈱

㈱市川葬典

エヌアイ通信工業㈱

㈱クボタ

朝日設備工業㈱

岐阜観光索道㈱

㈱十六銀行岐阜市役所支店

亀甲屋本舗㈲

羽柴鋼業㈱

合羽屋葬具店合名会社

㈱奥村製作所

小畑ポンプ工業㈱

岐阜自家用自動車組合

㈱岐阜観光ホテル十八楼

㈱國井組

㈱ケミック

㈱安部日鋼工業

川出医院

㈱岐阜グランドホテル

㈱相宮工務店

中衛工業㈱

玉井屋本舗

松村工業㈱

田代㈱

㈱ナイスワーク

アルフレッサ日建産業㈱

協同組合岐阜給食センター

ホテルパーク㈱

㈱正氣屋

八百重製粉㈱

日本蜂蜜㈱

オンダ国際特許

内藤電機㈱

㈱河合銘木店

大東㈱

㈲近藤断熱工業

東邦ガス㈱岐阜営業所

㈱宮嶋商店

㈱岩谷精三商店

㈱金森生糸店

岐阜交通㈱

萬松館

岐阜県厚生農業協同組合
連合会

中川会計事務所

かぐや第一幼稚園

長良川スポーツプラザ
レストラン杏

㈱岐阜日石
澤田建設㈱

長良皮膚科

下野機械㈱

花屋のすぎやま

田神工作所

㈱洋文社

棚橋耳鼻咽喉科

㈱ローブ

東栄電業㈱

㈱後藤塗装

永代皮膚科

妙徳寺

㈱中野新聞舗

吉田歯科

日本タクシー㈱

㈱平成調剤薬局

野崎建設㈱

岐阜都ホテル

堀㈱

国六美粧㈱

医療法人和光会

波多野泌尿器科皮ふ科

丸宮歯科

社団法人岐阜病院

㈱大垣共立銀行岐阜支店

社会福祉法人舟伏

㈱岩田時計舗

小島内科クリニック
関建材㈱

㈱大垣共立銀行
岐阜駅前支店

藤沢酒店㈱

ブリヂストンはぎの㈱

楽座接骨院

瓶由㈱

岐阜スズキ販売㈱

伊藤内科医院

丸陸運送㈾

㈱竹中スポーツ

㈱大島商会

コスモス薬局

岐阜信用金庫本店

㈱加藤鉄工所

岐阜段ボール㈱

㈱不破

㈱昭和電機

滝本製作所

㈱戸澤商店

医療法人慶睦会千手堂病院

千代田商会

㈱川甚

㈲千手堂野々村葬祭

㈱オゼキ

岐阜観光㈱

㈱日新

㈱丸紅塗料店

岐阜商工信用組合

山一電気㈱

㈱宮本仏壇店

㈱松英組

若原工機㈱

㈱松原喜八総本場

森川・鈴木法律事務所

㈱NTTドコモ

神山商事㈱

セコム㈱中部本部岐阜支社

朝日大学村上記念病院

中部電力㈱

㈱市川工務店

矢島建設興業㈱

山田病院

法人名

1口 ㈱山弘なまずや分店

とお山

㈱大倉建築工業

高牟礼耳鼻咽喉科

口数

堀建材店

八創建設㈱

㈱野々村葬儀社
㈱丸萬後藤興業

操外科病院

法人名

学校法人
1口
加納学園こばと幼稚園
巴産業㈱

1口 ㈱岐阜会館

特定非営利活動法人
わいわいハウス金華
菊花堂
医療法人ザ・ライフ
国島歯科 国島 真希子
とうふ茶屋万福
㈱中日新聞松山新聞舗

㈱KVK
名光電気工事㈱
㈱岐阜銀行
安田㈱
サンメッセ㈱
中日本クリーナー㈱
大建設計㈱
酒井印刷
㈱岐阜新聞社
㈱津島建材
ヨツハシ㈱
㈱三島
㈱コームラ
通所介護西郷集いの館
特別養護老人ホーム養生訓園

岐阜支店

（敬称略・順不同）
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社協 の情報ひろば

＊＊ 岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ ＊＊

「教育支援資金」
のご案内
教育支援資金は、一定の所得以下の世帯に対して、学校教育法に定められた高等学校、大学などへの進学や通学
に必要な経費を貸付けします
（母子世帯の方は、岐阜市役所が窓口となる母子寡婦福祉資金が優先となります）
。
●教育支援費
学校教育法に規定する高等学校、専門学校、短期大
学、大学に就学するのに必要な経費（授業料、通学
費等）
●就学支度費
高等学校、専門学校、短期大学、大学の入学時に必
要な経費
（入学金、制服代、教科書代等）
●申込にあたっての条件
・日本学生支援機構、日本政策金融公庫等の公的貸
付または、金融機関等からの借入れが困難な世帯
・岐阜市内在住で、住民票もその住所にある世帯
・世帯収入が基準以下の方
（窓口でご確認ください）
●ご用意していただく書類
・住民票
（世帯全員で本籍地のあるもの）

・世帯全員の所得証明書類
（所得証明書、源泉徴収票、
確定申告書等）
・お住まいの地域を担当する民生委員の調査書
・合格通知書、または在学証明書
・学業にかかる経費がわかる書類
（学校が発行するパ
ンフレット等）
その他、ご提出いただく書類は、個別にご相談さ
せていただきます。
●償還の方法
・貸付相談時に償還の計画を立てます
（10年以内）
。
学校を卒業して半年後から償還が始まります。
・貸付利息 無利子
●借入れの相談・申込み先
福祉サービス利用支援グループ又は、お住まいの地
域の民生委員にご相談ください。

ひとり親家庭等の中学３年生のみなさまに図書カードを贈呈します
この春、卒業されるひとり親家庭等の中学3年生のみなさまに岐阜市社会福祉協議会と岐阜市
母子寡婦福祉連合会より図書カード
（2,000円分）
を贈呈します。
また希望される本人又は家族の方は、印鑑及び証明するもの
（児童扶養手当証書等）をご持参
のうえ岐阜市社会福祉協議会事務局又は岐阜市母子寡婦福祉連合会事務局までお越しください。
●対象となる世帯
・父子世帯・母子世帯・父母にかわっ
て養育している世帯
●贈呈期間
平成23年1月17日
（月）
から
2月14日
（月）
まで
午前9時から午後5時
（土・日曜日は午前10時から午後3時）
※児童扶養手当証書をお持ちでない
方は住民票をご用意下さい。

●贈呈場所
・月曜日から金曜日
岐阜市社会福祉協議会事務所
（岐阜市民福祉活動センター2階）
・土・日曜日
岐阜市母子寡婦福祉連合会事務局
（岐阜市民福祉活動センター1階）
●問い合わせ先
福祉サービス利用支援グループ

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
・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
・ガイドヘルパーの講習を修了された方
（ただし、外
出時の介護のみ）
・1週間に2日以上、1日2時間以上活動可能な方
※土・日曜日に活動できる方大歓迎

●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

●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）
訪問入浴サービス事業における看護師も募集しています。
（週2日程度勤務できる方  未経験者可）
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●問い合わせ先
在宅福祉サービスグループ

TEL 058-255-5511

社協の情報ひろば
各種介護予防教室のご案内

頭 すっきり 体 しゃっきり

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。

①運動指導教室 全８回コース

②転倒予防教室

●時 間 午後1時30分〜3時
●日程・内容

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

●場

所

●時 間 午後1時30分〜3時
●日程・内容
1月26日
（水）

椅子に座ったまま健康体操

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

●場

3 月 9 日（水） ストレッチング・体力測定

③認知症予防教室

岐阜市社会福祉協議会
（都通2-2）

所 ケアハウス ウェルビュー明郷
（岐阜市真砂町1丁目20-2）

●時 間 午後1時30分〜3時
●日程・内容
2月8日
（火）

①〜③のお申込みについて

リズムに合わせて脳トレ

●場 所 ケアハウス さくら苑
●対 象 おおむね65歳以上の高齢者及び家族
（岐阜市奥2丁目28-1）
（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 ・電話番号をお伝えください。
●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

各

種

相

談

認知症高齢者の
介護に
関する相談
相談時間／
毎週火曜日
（祝日を除く）
午前10時から正午

TEL 253-0294

福祉に
関する相談

日常生活自立
支援事業に
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

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

TEL 253-0294

TEL 252-6661

家庭での困りごとや心配ごとなど
場所／市役所2階市民相談室

相談時間／毎週木曜日（祝日を除く）午後1時から4時
電話番号／市役所265-4141 ※基本的には来所相談です

岐阜市社会福祉協議会（社協）をご存知ですか

社協へお立ち寄り下さい

社協柳津支所・柳津センター

北部センター

岐阜市柳津町下佐波1丁目8番地

岐阜市長良東2丁目140番地

TEL279−1800・FAX279−1898

TEL 295−1185・FAX296−7128

社協柳津支所・柳津センター
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

岐阜市北市民健康センター1階
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

市役所

本郷町

若宮町通り

西柳ヶ瀬通

JR東海道本線

長良橋通り

事務局
TEL255−5511・FAX255−5512
中央センター／TEL255−5010・FAX255−5011

至長良橋

金華橋通り

岐阜市民福祉活動センター内  1階・2階

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

岐阜市保健所
岐阜市福祉
健康センター

至忠節橋 至金華橋

忠節橋通り

岐阜市都通2丁目2番地

岐阜西通り
︵都通り︶

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）

福祉センター
保健所前

社協では、まだまだ 岐阜市社会福祉協議会
（略して、
「社協」）
を知らない方に、 岐阜市社会福祉協議会
知っていただきたい！
！という思いで今年も取り組んでいきます。どうぞよろし （岐阜市民福祉活動センター内）
くお願いします。

柳ヶ瀬
徹明町

名鉄
岐阜駅

JR岐阜駅

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）
「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
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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。

長森東支部 樹木ふれあいサロン
開 催 日 ／ 年６回不定期

開催場所 ／ 長森東公民館

手作りのお楽しみ企画やメンバーが主役の日本舞踊・筋トレあ
りのサロン。回を重ねるごとにみんなの声かけが実り、男女とも
に仲間が増えています。「1人でも多くの仲間が集まり、みんな
で楽しもう」
という思いが育っています。
みんながサランラップを片手におはぎ作りに挑戦。
不揃いでも、味のあるおはぎを頬張り、会話も弾みました。

七郷支部

ふれあいいきいきサロン

開 催 日 ／ 毎月1回開催
開催場所 ／ 東改田公民館
高齢者を対象に健康で生き甲斐を高めるため、ふれあいの場と
して開催。健康講話・血圧測定などや雑談…誰もが楽しく参加さ
れているサロンです。
思わぬところへ転がる新聞紙ボールに悪戦苦闘した結果は？

島 支 部

池ノ上ふれあいいきいきサロン

開 催 日 ／ 毎月第２水曜日
開催場所 ／ 池ノ上公民館
花見や七夕祭、落語観賞、小学生との交流会と参加者もスタッ
フも楽しんでいます。毎回の健康相談で、互いの健康にも関心が
高く、元気な顔を確認しあう集まりです。
小学校5年生と、フォークダンスや自転車の輪を竹棒で押して遊びました。
子ども達には初体験、参加者には懐かしい遊びで、楽しい時間を持てました。

鷺山支部

正木地区ふれあいいきいきサロン

開 催 日 ／ 年2回（10月・2月）
開催場所 ／ 正木公民館
40人ほどで始めたサロンも、現在は100人を超え、男性の参
加者が多いです。健康や介護の話を聞いたり、体を動かしたり、
みんなで軽食をいただき、ビンゴゲームで楽しみます。
地域の方から「言葉の遊び」を楽しむ方法を教えてもらい、全員参加でゲー
ムをしました。笑顔がいっぱいで、互いに元気をもらいあっています。
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