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みんなで学ぶ「ふくし」

▲学校での高齢者疑似体験の様子

▲青少年ボランティアスクールの様子

▲ボランティア入門講座の様子

　「ふ だんのく らしのし あわせ」を地域み
んなで考えていくために学校などで福祉教育の推
進やボランティア講座などを開催しています。
　7月にはボランティア講座を開催いたしますの
で一緒に学んでみませんか？
　ボランティアセンターの紹介や講座については
社協だより 6 ・ 7 ページに掲載中です！！

岐阜市民福祉大会のお知らせ
　来る平成23年10月 5 日（水）岐阜市
文化センターにおいて、岐阜市と共催
で、岐阜市民福祉大会を開催いたしま
す。詳細は、次回の社協だより（ 9 月
15日号）に掲載いたしますので、ご期
待下さい。



検 索岐阜市社協
クリック

「市社協事業にご協力いただき
ありがとうございました」

　誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを進めていくために市民の皆さまからの会費や寄附金・
共同募金配分金などで関係機関や団体・ボランティアそして多くの市民の皆さまの参加と協力を得な
がら以下の各種事業を実施しました。

平成22年度事業報告

1 　第 2次地域福祉活動計画の推進
　�　平成21年度に新たに作成した「第 2次岐阜市地域福祉活動計画」に基づいて、人と人が心通わす
福祉コミュニティづくりのために、社協支部活動を中心とした住民参加、協働による各種事業に取
り組み、関係機関、団体との連携の下「地域の福祉力」の向上に努めました。
2　福祉サービスの利用支援事業の充実
　�　日常生活自立支援事業や法人後見事業によって要支援者の自立支援と権利擁護を推進し、また地
域包括支援センターにおいては、総合相談と介護予防事業、生活支援事業を実施して、要支援者が
できる限り地域で自立した生活を送ることができるように支援しました。
3　在宅福祉サービスの安定運営
　�　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率的、効果的で適切な事業運営に努
めるとともに、利用者本位で信頼される質の高い福祉サービスを実施しました。

市社協の運営

福祉活動の啓発

在宅福祉サービス
○理事会／監事会／評議員会の開催
○各種部会の開催
○社協会費の募集
○岐阜市民福祉活動センターの管理
　（指定管理者制度）

○岐阜市民福祉大会の開催（岐阜市と共催）
○社協だよりの発行（年4回発行）
○ホームページによる広報
　（http：//www.gifushi-shakyo.or.jp）

○ねたきり高齢者理容サービス事業（42回）
○要介護認定訪問調査事業　（調査件数　6,274件）
○訪問介護事業等制度外サービスの実施（利用者数　67名）
○訪問介護員養成研修2級課程事業（30名参加）

【介護保険事業】
○訪問入浴介護事業（利用者数　359名）
○訪問介護事業（利用者数　3,696名）
　ホームヘルパーの派遣

○居宅介護支援事業（利用者数　6,293名）
　ケアプランの作成

○介護予防支援事業（介護予防プラン受託作成数　736件）

【障害者自立支援事業】
○居宅介護事業（利用者数　1,379名）
　ホームヘルパーの派遣

【地域生活支援事業】
○訪問入浴サービス事業（利用者数　189名）
○移動支援事業（利用者数　403名）
　ガイドヘルパーの派遣
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悩みごとの相談や福祉サービス利用の支援

地域福祉の推進

ボランティア活動の推進 勤労者地域デビュー作戦事業

○心配ごと相談（相談　74件）

○認知症相談（相談　10件）

○ひとり暮らし高齢者愛の電話訪問

� （電話訪問回数　5,545回）

○相談セミナーの開催（217名参加）

○生活つなぎ資金貸付事業（貸付　303件）

○生活福祉資金貸付事業（貸付　246件）

○臨時特例つなぎ資金貸付事業（貸付　2件）

○金婚祝いの贈呈（981組）

○社協支部活動への支援

　・ふれあい・いきいきサロン事業（49支部）

　・ひとり暮らし高齢者のつどい事業（34支部）

　・児童と高齢者のふれあい事業（28支部）

　・高齢者介護予防教室事業（24支部）

　・ふれあいメール事業（16支部）

　・支部広報紙発行事業（25支部）

　・子育て支援サロン事業（26支部）

　・支部特色化事業（25支部）

　・福祉委員研修（活動検討）事業（ 3支部）

○支部長会の開催

○社協支部役員等に対する各種研修会の開催

○地域福祉推進会議（5会場　759名参加）

○地域福祉推進フォーラムの開催（227名参加）

○生活・介護支援サポーター養成事業（84名参加）

○介護予防・家族介護教室事業（8,068名参加）

○ボランティア情報紙「にじ」の発行（毎月発行）

○子ども・3世代交流フェスティバルの開催

○ボランティア入門講座（16名参加）

○ボランティアステップアップ講座（20名参加）

○小・中・高校生向講座の開催（20名参加）

○市内学校等への福祉学習支援（66件）

○ボランティア相談（250件）

○ボランティアセンター運営委員会の開催

○ボランティア連絡協議会支援

○ボランティア保険の加入（14,841名加入）

○介護相談員派遣事業（24施設　554回派遣）

○日常生活自立支援事業（契約　158件）

○法人後見事業（4件受任）

○地域包括支援センター中央北事業

　・総合相談支援業務実施（相談　1,885件）

　・権利擁護業務実施（相談　9件）

　・介護予防ケアマネジメント業務実施

（介護予防プラン作成数　3,555件）

○社会福祉施設の地域交流事業実施（14施設）

○ひとり親家庭等中学卒業生激励事業（142名）

○共同募金運動、日本赤十字事業への協力

○岐阜市福祉の店運営事業

【岐阜市地域福祉活動計画推進事業】

○福祉コミュニティ構築推進支援事業（モデル支部　3支部）

○福祉委員制度設置事業（モデル支部　2支部）

○災害体験講習会「日常緊急時」の連携体制推進事業

（モデル支部　2支部）

○福祉マップづくり推進事業（モデル支部　5支部）

○ふれあい近隣助け合い活動推進事業（モデル支部　1支部）

○災害体験講習会とサバイバル体験事業（モデル支部　3支部）

○「日常緊急時」の連絡体制の推進事業（モデル支部　2支部）

○「第2次地域福祉活動計画」推進委員会の開催

○「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）（20名参加）

　勤労者地域デビュー
作戦事業で誕生した
「ボランティアグループ
で愛ふれ愛街の幸せ
隊」の活動の様子

▲�出会いと学びの講座
の様子

雨戸の修理の様子

▲
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当期末支払資金残高
29.6%

社会福祉
推進基金
0.6%

ボランティア
基金0.6%

福祉サービス
利用援助事業
2.0%

介護相談員
派遣事業0.6%

介護予防事業・家族介護教室事業1.8%
移動支援事業1.7%
障害福祉サービス事業6.9%

老人居宅介護等事業18.1%

ふれあいのまちづくり
事業6.6%

ボランティア
センター
活動事業0.3%

共同募金
配分金
事業5.8%

法人運営事業25.4%

前期末支払資金残高28.4%

その他の収入
2.3%

経理区分間繰入金
収入2.4%

会計単位間繰入金
収入0.9%

受取利息配当金
収入1.1%

雑収入0.1%

補助事業等
収入3.3%

自立支援費等収入6.0%
介護保険収入
17.4%

負担金収入
6.2%

共同募金
配分金収入
5.7%

貸付事業等
収入0.6%

事業収入
0.2%

受託金収入
4.7%

助成金収入
0.1%

経常経費
　補助金収入
   15.6%

寄附金収入0.6%

会費収入4.4%

総額
684,863,713円

総額
684,863,713円

当期末支払
資金残高
32.0%

要介護認定調査事務事業6.6%
地域包括支援センター中央北事業10.4%

居宅介護
支援事業
31.6%

訪問入浴
サービス事業
12.8%

福祉の店運営事業1.8%

市民福祉活動センター管理事業4.8%

前期末支払資金残高
29.4%

経理区分間
繰入金収入
0.5%

受取利息配当金収入0.1%
雑収入0.1%
補助事業等収入5.8% 介護保険収入41.6%

負担金収入0.5%

受託金収入22.0%

総額
325,567,934円

総額
325,567,934円

♥♥ ♥♥ ♥

平成22年度 岐阜市社会福祉協議会 決算報告

一　般　会　計

公益事業特別会計
収　入

収　入

支　出

支　出

あたたかな心
ありがとうございます！！

　社会福祉協議会では、皆様の善意のご寄附をお待ちしています。
　みなさま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）
　 4月 1日から 6月16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を掲載しております。（敬称略）

●社会福祉事業へ
　・百年草……50,433円

●福祉ボランティアへ
　・匿名……… 4,000円
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社協会費にご協力をお願いします！！
みなさまの会費はこのように活用されています。

皆様からの会費
地域住民

地域福祉活動

住民参加
社協事業活動
の実施

岐阜市
社会福祉
協議会

平成22年度　総額 29,978,970円

　社協会費の70％以上は、皆さ
まの地域で社協支部が行う、地
域福祉事業の財源として活用さ
れています。

市内50の社協支部が行う主な地域福祉事業へ
○高齢の方や子育て中の家族の交流の場として
　・ふれあい・いきいきサロン
　・子育て支援サロン
○ひとり暮らし高齢者のつどい
○世代間のふれあいとして
　・児童と高齢者のふれあい事業
　・ふれあいメール
○支部広報紙の発行
○高齢者介護予防教室
○福祉委員研修（活動検討）
○�その他、社協支部が独自に行っている地域福祉
事業　など

社協会費は福祉事業に使われています

市社協が行う地域福祉事業へ

会費種別 会費（年額）

普通会費（個人）
一口
200円

各世帯にご協力をいただいている会
費です。

特別会費（個人）
一口
1,000円 特に社協事業に賛同していただいた

個人・法人の方々にご協力をいただい
ている会費です。法人会費（個人）

一口
10,000円

施設・団体
法人会費（法人）

一口
2,000円

施設・団体にご協力をいただいている
会費です。

賛助会費（法人）
一口
3,000円

社協事業に賛同していただいた法人
にご協力をいただいている会費です。

○�各社協支部が、地域の状況にあわせた福
祉活動を進めるための支援を行います。
○地域福祉に関する各種研修会の開催
○�市内のボランティアの活動を支援してい
ます。また、ボランティア養成講座を開
いたり、学校や地域での福祉体験学習へ
の支援を行います。
○�その他、社協の運営費としても充当され
ています。

※�平成22年度�岐阜市社会福祉協議会が行った事
業はP2・3に掲載中です。
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相談・紹介

情報提供

講座・研修会
の開催

お気軽にご相談ください！
ボランティアに関する相談を受
付、活動先の紹介を行っています。

ボランティア活動の情報収集、
提供を行っています。

「にじ」5月号で実施したアン
ケート調査にご協力いただき、
ありがとうございました。
6月号からは返送のなかった方
への郵送は控えさせていただい
ておりますのでご了承ください。

「にじ」は社協ホームページ
でもご覧いただけます！

各種ボランティアに関する講座
や研修会等開催しています。

情報紙「にじ」・ボランティア案内板

ボランティアセンターは、  社協事務局（2階）へどうぞ！

初めてボランティアに関わる方を
対象に、ボランティアの考え方な
どを学ぶだけでなく、実際にボラ
ンティア活動も体験しようという
内容の講座がスタートします。ぜ
ひ、お気軽にご参加ください。

一緒に学んでみませんか！

ボランティア
はじめようと

思っているけど…

自分に
何ができる
のかな？…

日　　時 内　　　　容

1 7 月25日（月）
13：30〜15：30

●オリエンテーション
●講義
　「ボランティアってなんだろう…？」
　　講師　中部学院大学短期大学部� 准教授　大井　智香子 氏

2 7 月29日（金）
10：00〜15：00

●講義
　「ボランティアに期待すること」
　　講師　大洞岐協苑　� 介護事業課長　福田　幸子 氏
　　講師　岐阜市障害者生活支援センター� 所長　臼井　隆雄 氏
●体験学習
　「さまざまな人の立場になって学んでみよう！」
　　○車いす・アイマスク体験　　　　�協力　福祉体験サポーター
　　○施設でのボランティア活動　　 �協力　ケアコートみやこ　

3 8月 9日（火）
13：30〜15：30

●講義
　「わたしの活動紹介とあなたへ伝えたいこと」
　　講師　視覚障害者のガイドを通じて　　　� 　中島　吾郎 氏
　　講師　福祉体験サポーターの活動　　　� 　　小松　玲子 氏
　　講師　在宅の高齢者の傾聴活動　　　　� 　　川村　純子 氏

4 8 月中
●体験メニューより選択したボランティア活動に参加
　※体験日や活動分野などの詳細は講座内で案内します

5 8月29日（月）
10：30〜13：00

●活動報告会とまとめ

参加料無料、
定員20名！

あなたの参加を
おまちしています

場　所 岐阜市民福祉活動センター 他
（岐阜市都通2－2）

対　象
ボランティア活動に興味関心
のある方ならどなたでも参加
いただけます

申込期限 7 月22日（金）
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福祉教育の推進

交流会の開催

ボランティア活動
保険の加入手続き

お気軽にご相談ください！
福祉体験サポーターといっ
しょに福祉やボランティアに
関する講話や車いす、アイ
マスク、高齢者体験を実施し
ています。

ボランティア同士の情報交換
や仲間づくり、市民への活動
の啓発としてイベントを実施
します。

安心してボランティア活動を
していただくために、ボラン
ティア活動保険の啓発、加入
手続きをしています。

ボランティアセンターは、  社協事務局（2階）へどうぞ！

　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
も、一歩踏み出し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、中学1年生〜高校3年生
定　　員／20名
参 加 費／無　料
会　　場／岐阜市北部コミュニティセンター 他
　　　　　（岐阜市八代1丁目11番地13号）
申込期限／ 7月25日（月）

開始日時 内容・場所

7月27日（水）
10：00〜15：00

オリエンテーション・福祉講話・車いす体験
（北部コミュニティセンター）

8月8日（月）
10：00〜15：00

アイマスク体験・障がい児について
（岐阜大学）

�8月24日（水）
9：00〜16：00

障がい児保育ボランティア活動
（岐阜大学）

8月30日（火）
10：00〜12：00

まとめ（北部コミュニティセンター）

※日程については、変更する場合があります。

各種講座へのお申し込みは…
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（学校名） ⑤申込講座名

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

小学校での車いす体験の様子

ボランティアフェスティバルの様子
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福祉委員研修会の様子 ふれあい・いきいきサロンの様子
島ふれあいウォーキング
＆ふれあい広場

福祉コミュニティ構築推進支援事業

社協支部の活動を紹介します！
　本会では、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の取り組みを推進しています。昨年
度は、本荘地区、島地区、鷺山地区の 3地区が指定を受け、
社協支部を中心に各種事業に取り組んできました。
　前号から 3号に渡って、それぞれの地区の社協支部での取
り組みを紹介しています。第2弾は、社協島支部の活動です！

福祉コミュニティ構築推進支援事業とは
市町村社協が行う、関係機関・団体との協働による地域
での支え合い活動の「拠点」づくりを支援する事業
【活動内容（例示）】
　◆見守りネットワーク活動
　◆要支援者マップづくり
　◆ふれあいサロン
　◆助け合い（生活支援）活動
　◆災害時要援護者対策�など

VOL.2
島支部　重点：地域で進める支え合いマップづくり
�
　支え合いマップづくりなどの活動をとおして、地域での顔の見える関係づくりや普段の暮らしの中で
の見守り活動を構築・推進していきます。

島支部　高木　信男　支部長
〜福祉委員が地域のつなぎ役に！〜

　島支部では、福祉委員の活動は「地域の見守り役」
になることだと考えています。地域福祉の充実には、
住民相互の助け合い、支え合いが「要」となります。
ご縁があって居住する住民同士が、安全・安心に暮ら
せる「まちづくり事業」に参画して、協力し合っていく
ことも大切だと思っています。

取組②　福祉委員活動の充実！ 取組③　地域の仲間づくり活動の充実！

取組①　支え合いマップづくり！

　平成19年度から、福祉委員活動についての取り組み
を始めてきました。福祉委員さんには、ふれあい・いき
いきサロンや支え合いマップづくりなどの活動の担い手
になっていただくとともに、「地域のつなぎ役」としての
役割も期待しています。平成22年度からは、それまで
30人だった福祉委員さんが80人になり、各種地域福祉
活動に取り組んでいます！

　島支部では、「ふだん
地域にいて、地域のこ
とを知っている人」を
福祉委員に！ということ
で、自治会女性部の方
が福祉委員になってい
ます。

　「助けて！」が言い合えるお互いさまの地域づくりを目
指して、ふれあい・いきいきサロンなどの地域の仲間づ
くり活動を進めています。昨年度は、地域の各種団体や
小学校の協力を得て、住民の交流の場づくりを目的とし
た「島ふれあいウォーキング＆ふれあい広場」を社協島
支部として初めて開催しました。

　地域で「支え合いマップづくり」を進めていくために、
マップづくりに関する研修会を開催しました。研修会で
は、小地域単位に分かれて模擬マップづくりを体験し、
実際に地域で作っていくことを想定しながら意見交換を
行いました。地区全体での研修会の後に、島地区を6つ
のブロックに分けて、ブロックごとの研修会も開催して
います。昨年度は、東島地区で研修会を開催し、より身
近な地域での支え合いマップづくりを進めています。

研修会でマップづくりを体験したことで、「マップって何？」が「マップづくり、いつやる？」に！

ことぶき合唱団さんの協
力で、楽しいひとときを
過ごしています♪

初めての試みでしたが、
地域に団結力が！
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チャイルドラインの発祥
　1986年イギリスのBBC放送
局が「子どもの虐待」をテーマ
に番組を制作したのをきっかけ
に民間で設立され、日本では、
1998年「せたがやチャイルドラ
イン」が開設されて以来、現在、
全国70ヶ所に拡がっています。

▲ 身近にある牛乳パックを
使ってのゲームを体験！！

軽い運動を取り入
れた双六で、大盛
り上がり！ 

▲

▲研修の様子

ふれあい・いきいきサロン活動支援者研修会
　本会では、社協支部を中心に、「歩いて」「気軽に集まれる」公民館など
で「定期的」に実施される楽しい気軽な仲間づくりを目的とした「ふれ
あい・いきいきサロン」の普及・拡大に取り組んでいます。
　それぞれのサロンで、さまざまな内容や工夫によって楽しいサロンづ
くりを行っている方々を対象とした研修会を開催します。

●日　時　　　平成23年 8 月 3 日（水）、8月 8日（月）
　　　　　　　午後 1時30分〜午後 4時
●場　所　　　長良川国際会議場
●内　容　　　サロン活動にいかせるレクリエーション
　　　　　　　※内容については予定ですので、一部変更する場合があります。
●対　象　　　社協支部役員、ふれあい・いきいきサロンを企画・運営している方
●参加費　　　無料
●定　員　　　各日70人
●お申込み先　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。
　　　　　　　地域福祉推進グループまで　TEL�255－5511　FAX�255－5512

◦�サロンに活かせる内容が多くありました。早速、取り入れ

ていきます。

◦�つい、夢中になってしまう場面もあり、サロンの皆さんも

きっと楽しめると思います。

◦�身近な材料が活かせるゲームは参考になりました。

　など� 【アンケート結果より】

参加者の皆さんの声

社協ホームページに支部活動を掲載中！！
詳しくは社協ホームページ

共同募金配分レポート 　共同募金会岐阜市支会では、皆様からいただいた共同募金がどのように使わ
れているのかを知っていただくために団体の活動をご紹介しています。

特定非営利活動法人　チャイルドラインぎふ（H18.7　特定非営利活動法人に認定）

共同募金配分事業「受け手、支え手スタッフボランティア研修会」
　子どもたちは、話したいことを＂チャイルドライン＂ の受け手（話を聴く人）に話します。受け手は
子どもの気持ちを理解するように傾聴をします。子どもの気持ちを尊重して聴くことによって、子ども
は自分の本当の気持ちが判り、その気持ちに向かうことによって、自分の行動に責任を持てるようにな
ります。そんな子どもになれるように子どものこころに寄り添う電話です。
　現在、全国で毎日約700件の電話がかかっています。そのために、子どもや受け手の心が
傷つかないように日頃から専門的な研修を重ねる必要があり、共同募金配分金の助成を受けて
「受け手、支え手スタッフボランティア研修会」を実施、参加することができました。

スタッフから…
　今後は、もっと多くの子ども達に知ってもらい、声だけでつながるほんのちょっとの居場所
としてつながっていきたいです。ありがとうございました。

「チャイルドライン」とは、子どもの声を受け止める電話のことです。
　●18歳までの子どもがかける専用電話です。
　●うれしいこと、楽しいこと、悲しいこと、さみしいこと、どんなことでも話していい電話です。
　●�子どもにお説教ぬき、押し付けぬき、子どもたちの声にただただ耳を傾け、子どもを主体と考えます。
　●切りたいときに切っていい。　●ヒミツは守るよ　●名前は言わなくてもいい　
　●どんなことでもいっしょに考える

検 索岐阜市社協
クリック
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＊＊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2級課程を受講してみませんか

ホームヘルパー・ガイドヘルパーを募集しています。

　介護の仕事について考えている方、介護の技術について勉強したい方のために、訪問介護員（ホームヘル
パー）2級課程を開催します。ぜひ、この機会に受講して、楽しく学んでいきませんか。

◦対　象　　訪問介護員（ホームヘルパー）として従事することを希望される方
　　　　　　原則、全日程出席できる方
◦日　程　　下記のとおり
◦定　員　　30名（応募者多数の場合は抽選）
◦場　所　　岐阜市民福祉活動センター内 2階会議室（岐阜市都通2－2）
　　　　　　※駐車場には限りがありますので公共交通機関をご利用ください。
◦受講料　　50,000円（テキスト代、実習費含む）
◦申し込み　��「 2 級研修受講希望」と明記の上、氏名（ふりがな）、性別、生年月日、郵便番号、住所、電話番号を

記入の上、郵送、FAX又はMailで 8 月 9 日（火）（必着）までにお申し込み下さい。
　　　　　　（お寄せいただいた個人情報は、この事業における案内等に限り使用させていただきます。）
　　　　　　FAX255－5512　　Mail　office@gifushi-shakyo.or.jp

●登録できる方
　◦�20歳以上の方で、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

※�講義・演習内容や時間など詳しくは、社協ホー
ムページをご覧下さい。
※�講師の都合等により、日程が
変更となる場合があります。

講義
月 日 曜日 午前 午後
8 30 火 ○ ○
9 1 木 ○ ○
9 4 日 ○ ○
9 6 火 ○ ○
9 9 金 ○
9 12 月 ○
9 15 木 ○ ○
9 26 月 ○
9 27 火 ○ ○
9 29 木 ○
10 4 火 ○ ○
10 6 木 ○

介護技術演習
月 日 曜日 午前 午後
10 24 月 ○ ○
10 25 火 ○ ○
10 27 木 ○ ○
10 31 月 ○ ○
11 1 火 ○ ○

実習

11月2日から
12月2日まで
の内4日間

福祉施設（3日間）
ヘルパー同行訪問（1日）

月 日 曜日 午前 午後
10 7 金 ○ ○
10 18 火 ○ ○
10 21 金 ○ ○

相談時間／毎週木曜日（祝日を除く）
　　　　　午後１時から４時
場所／市役所２階市民相談室　
電話番号／市役所265-4141　
※基本的には来所相談です。

認知症高齢者の
介護に関する相談 福祉に関する相談

相談日時／
　毎週火曜日
　（祝日を除く）
　午前１０時から正午
TEL253-0294

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
TEL253-0294

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
TEL252-6661

家庭での困りごとや心配ごとなど

相談電話のご案内

● 月〜金曜日の内、週2日
程度勤務できる方

●未経験者可

  訪問入浴サービス事業
 看護師を募集しています

お問い合わせ先

TEL255-5511
在宅福祉サービスグループ

日程表
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8月24日（水）ストレッチング・体力測定
9月7日（水）運動と体力
9月14日（水）ストレッチング
9月21日（水）有酸素運動
9月28日（水）ウォーキング
10月5日（水）筋力トレーニング
10月12日（水）トレーニングの基礎原則
10月19日（水）ストレッチング・体力測定

男性のための○得教室
（岐阜市社会福祉協議会）

○得教室
（茜部公民館） 内　容

第1回 6月28日（火）に
実施しました 7月21日（木） ①食べる事は健康の基本　〜食生活を振り返ってみよう〜

第2回 7月5日（火） 7月28日（木） ②簡単・手間なくおいしい食事　〜バランスのとれた献立を立てよう〜

第3回 7月12日（火） 8月4日（木） ③元気・いきいき食事計画　〜健康長寿の食生活のポイント〜

日　程 内　　容 場所（地区） 時　間
7月13日（水）手と手、心が触れ合い健やかな日 を々（肌のお手入れ講座） シャロームみわ（三輪北） 午後2時〜3時30分
7月19日（火）こころと身体の健康に笑いヨガを エトワールずいこう（網代） 午後1時30分〜3時
7月25日（月）心も身体もらくらく体操 ウエルビュー明郷（本郷） 午後2時〜3時30分
7月26日（火）手と手、心が触れ合い健やかな日 を々（肌のお手入れ講座） ケアハウス彦坂（方県） 午後1時30分〜3時
8月5日（金）手と手、心が触れ合い健やかな日 を々（肌のお手入れ講座） ささゆり（芥見東） 午後1時30分〜3時
8月19日（金）心も身体もらくらく体操 シャロームみわ（三輪北） 午前10時〜11時30分
8月25日（木）手足を楽しく動かし転倒予防 大洞岐協苑（芥見東） 午後1時30分〜3時
9月9日（金）なつかしのメロディで脳いきいき 岐阜市社会福祉協議会（本郷） 午後1時30分〜3時
9月12日（月）手と手、心が触れ合い健やかな日 を々（肌のお手入れ講座） さくら苑（網代） 午後1時30分〜3時

得

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）

社協柳津支所・
柳津センター

北部センター 南部センター

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

公共交通機関岐阜バス
　鏡島・市橋線（K15、K16）、
　真正大縄場線（O85、O80）
　　　「福祉センター保健所前」下車
　岐阜高富線（G51、Ｇ61）　「鍵屋」下車 北へ300m

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

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

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」下車
　茜部三田洞線（E70、E71、N61、N62）� 
　　「城南病院前」下車 西へ500m

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。

①運動指導教室 全8回コース ②食を考えよ〜う　 教室全3回コース（栄養改善教室）
◦時　間　午後 1時30分〜 3時
◦日程・内容

◦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
　　　　　（都通り2-2）

◦場　所　岐阜市社会福祉協議会（都通り2-2）
　　　　　茜部公民館（茜部新所4-126-2）

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

③介護予防教室

 ①〜③のお申し込みについて
●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ができる方）
●お申し込み方法　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。　TEL255-5010　FAX255-5011
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　健康の話・ゲーム・郷土の歴史映像を観賞し、知識を高めることができ
ました。また、なつかしい歌を歌いながら楽しいひとときも共有できました。

　日野原先生の体操や筋トレと6枚の色紙を使ったコマ作りで、体も頭
もいきいき。皆で教えあいや助けあいの姿もありました。

　ラップ芯や新聞紙という身近な物を使って体を動かしたり色合わせカードで脳トレを行いました。最後にまるめた新聞紙でペタンク遊
びを2チームに分かれて行い、笑顔で応援、盛り上がりました。

　「エイ！」と掛け声をあわせ全員で大きな声を出し、口と手を動かして
脳トレーニング！

社協支部活動いきいき
いきいき

　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。

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

開 催 日

開 催 日

開 催 月

開 催 月

開催場所

開催場所

開催場所

開催場所

毎月第 3金曜日　10：00〜11：30

則武公民館

毎月第 2木曜日

日野公民館

則武支部　則武サロン

日野支部　日野サロン

合渡支部　ふれあい　いきいきサロン

長良東支部　あすなろサロン

年2回

河渡公民館

偶数月第 4水曜日

新屋敷公民館

　則武支部ではボランティアの人達が中心になって開催
されており、日光ふれあい保健センター、包括支援セン
ター日光等が関わり、健康の話や脳トレ、ゲームなどを
行い、和気あいあいと楽しい時間を過ごしています。

　 5月19日は、「日野サロン」誕生の日。いくつになっ
ても、たとえ病気があっても、体や頭を動かすことは、
内的パワーが出て元気になれます。皆で楽しいことに取
り組んで、「寝たきり知らず・呆け知らず」が目標です。

　春と秋に自治公民館 4ケ所で介護の寸劇・音楽療法や
防犯の講話など高齢者を対象に「健康で生きがいを高め
よう」と開催されています。

　長良東支部では 4ケ所で開催されています。ボラン
ティアの方による郷土の歴史を分かりやすくまとめた映
像観賞や歌唱指導が特徴です。

みんなで学ぶ「ふくし」
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