
記念講演

松野明美さん
「人生は一番でなくてもいい」
〜生まれてきてくれてありがとう〜

社会福祉の発展に功績のあった方々を表彰し、敬意を表す
とともに、社会福祉の一層の発展向上を目指し開催します。
（写真は昨年の様子）

日　時

場　所

平成23年10月5日㈬　午後1時30分〜

岐阜市文化センター 小劇場
（岐阜市金町5丁目7番地2）

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。
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日　時

場　所

平成23年10月5日㈬
（午後1時30分〜）

元マラソンランナー 松 野 明 美 さ ん

岐阜市文化センター 小劇場
（岐阜市金町5丁目7番地2）

テーマ 人生は一番でなくてもいい〜生まれてきてくれてありがとう〜

岐第33回 阜 市 民 福 祉 大 会

　岐阜市民福祉大会では、昭和60年より長年にわたり地域活動にご尽力さ
れた方や福祉関係者、福祉ボランティアとしてご活躍された方の表彰や社会
福祉活動への協力をいただいた方々へ感謝状の贈呈を行っております。
　また、記念講演として自身のマラソンや子育ての経験を松野明美さんにご
講演いただきます。
　ぜひご来場ください。

プロフィール  
1968年、熊本県生まれ。
駆け足が遅く、いじめられっ子でおとなしい性格だったが、小学校5年生のときに出場した町内陸上大会で
優勝。
1位でゴールしたときの両親の笑顔がうれしくて、マラソンに目覚め、「いちばんを目指す人生」が始まる。
高校卒業後、ニコニコドーに入社し、陸上部に所属。
1987年、全日本実業団対抗女子駅伝に初出場し、12人をごぼう抜きする。これにより一躍注目のランナー
となる。
1988年、ソウル・オリンピック1万メートル競技に出場。
1992年初マラソンの大阪国際女子マラソンで2時間27分02秒（当時　日本・アジア最高、初マラソン世界
新）を記録。人の2倍、3倍、それでもだめなら4倍の猛練習をし、数々の記録を残す。
引退後、結婚し、2002年、長男・輝仁（きらと）が誕生。
翌年、次男・健太郎がダウン症という障がいを持って生まれる。
「明るく元気な松野明美」のイメージが崩れてはいけないと健太郎を一生隠そうと決心するが、日々の成長
や笑顔が、著者の心を少しずつ変化させる。
健太郎の子育てを通じて、「人生は人との競争じゃない、いちばんじゃなくてもいい」と気づかされる。
現在は、自身のマラソンや子育ての経験をもとに、講演、タレント、ゲストランナーなど幅広く活動をする。

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

入場
無料記 念 講 演

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。
　 6 月17日から 8 月19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	 500,000円
　・株式会社　美濃庄	 39,595円

●福祉ボランティア基金へ
　・匿名　　　4,000円
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地図を使って地域の話をしています！
ふれあい花壇の活動 地域のみんなで取り組んでいます！

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。
　 4 月15日号から 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 3 弾は、社協鷺山支部の
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・いきいきサロン
　◆助け合い（生活支援）活動
　◆災害時要援護者対策 など

VOL.3
鷺山支部　地域のつながり（絆）・声かけあう街づくり
 
　　鷺山支部では「古川地区」を地域のモデル地区にして活動を進めています。支え合いマップづく
りやふれあい・いきいきサロンなどの活動をとおして、「声かけあう街づくり」を目指していきます。

取組②　支え合いマップづくり！ 取組③　活動を進めていくために…！

取組①　福祉委員活動の充実！

　古川地区担当の福祉委員、民生委員、自治会長、社
協鷺山支部の理事が集まって、古川地区福祉委員会を開
催しました。民生委員の担当地域ごとに作成した地図を
使って、それぞれの見守り活動の状況報告や情報交流を
行っています。
　地図を「いざという時の支援者探し」と「助け合いの
経路の確認」に利用することによって、お互いの連携強
化を図っています。
【マップづくりで分かってきたこと】
◆ 見守った方が良いのでは…と思われる方とその方を実

は見守っていた人
◆ 新聞配達、牛乳配達、

給食サービス、地域
のたまり場など地域
にある社会資源など
など・・・

鷺山支部では、他にもこんな取り組みを行っています！
①福祉活動先進地視察の実施
　先進的な取り組みを行って
いる地域を視察し、「ご近所福
祉」の大切さや「支え合いマッ
プづくり」を学んできました。
②社協鷺山支部と関係団体と
の協働
　ふれあい・いきいきサロン
や地域の各種行事を協力して取り組んでいくために、年
１回地域の福祉活動関係者が集い、お互いの活動の情報
交換をしています。

福祉委員は「地域で見込まれている人」に！
　鷺山支部では、地域安全指導員の方や市社協が開催
する「生活・介護支援サポーター養成研修」を修了され
た方が福祉委員として地域で活動しています。
【主な福祉委員活動】
◆ 自治会や社協支部活動へ参加し、ふれあい・いきいき

サロンなどの小地域
活動の担い手に！

◆ 近隣住民同士の声の
掛け合いなど「さり
げない見守り」の旗
振り役に！

今年は京都春日住民福祉協議会
の活動を視察してきました！

鷺山支部　乾　　尚美　支部長

　東日本大震災後、地域の「支え合い」・「絆」へ
の意識が社会に高まりつつあります。鷺山支部で
は、一人暮らし世帯の急増地区を中心に福祉委員
の活動を進めつつありますが、地域のつなぎ役の
要としての福祉委員とその活動を地区全体へ拡充
してまいります。そして、支え合いマップづくり
やふれあいサロンなどの活動をとおして「地域の
つながり（絆）・声かけあう街づくり」を目指して
いきます。
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「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！

「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。

日　　　時 内容（テーマ・講師） 会場

1
10/29（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

ワークプラザ岐阜
鶴舞町2-6-7

2
11/　5（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（株）投資情報部次長  兼  証券学習開発課長　木村　嘉男　氏
　　　　2.「また逢いたい人・幸せな人」
　　　　　　講師　東海学院大学　　　　　　　　講師　小嶋　基次　氏

ワークプラザ岐阜
鶴舞町2-6-7

3
11/13（日）
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

岐阜市民福祉活動センター
都通2-2

4
11/19（土）
10：30～14：00

●講座　1.「地域で自分らしく豊かに暮らしていくために」
　　　　　　講師　岐阜市地域包括支援センター中央北　　　佐野　春美　氏
　　　　2.「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」
　　　　　　講師　ボランティアグループで愛・ふれ愛街の幸せ隊
　　　　3.「高齢者施設の紹介とボランティア活動」
　　　　　　講師　ナーシングケア寺田　　　　　副施設長　水谷由賀子　氏

ナーシングケア寺田
寺田7-85

5 11月～12月

●体験メニュー（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　11月～12月中の、平日もしくは土・祝祭日
　○時　間　2時間位
　○場　所　高齢者施設
　○内　容　余暇活動に一緒に参加する

高齢者施設
（寺田関連施設）

6
12/17（土）
10：30～13：00

●体験報告会と懇親会 ワークプラザ岐阜
鶴舞町2-6-7

《対　象》 中高年で本講座に関心があり、できるだけ 《お申込み》 電話またはＦＡＸにて、①氏名、②住所、
 すべて受講できる方  ③電話番号をお伝え下さい
《定　員》 20名  ☎255－5511　FAX255－5512
《参加費》 無料 《申込期限》 10月25日（火）  
《主　催》 岐阜市社会福祉協議会 

　　　◆◇◆　昨年度開催の「出会いと学びの講座」の様子　◇◆◇
｢傾聴｣ の

ポイントを
学んでいる

皆さん

ボランティア
グループの活動

紹介をして
います

ボランティアとして
のデビューに大変
役に立ちました！

体験談は
これからの生活の
参考になりました！

一字一句
聞き逃せない
内容でした！
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車いすの体験をし

て、段差を上るとき

急に前が浮くので、

車いすに乗っている

人 は、 と て もこ わ

いんだとわかりまし

た。声をかける大切

さも学びました。

高齢者擬似体験をして、座ることや本のペー
ジをめくることがどれくらいつらい事なの
かよくわかりました。近所にいる高齢者の
人に親切にしたり声をかけたりしようと思
いました。

喜んでくださる
顔、ありがとうの

ことばに心があつく
なります。生きがいを

感じています。

ボランティアグループアラカルト

くるまいす・
セーフティフレンド

福祉体験サポーター会

で愛・ふれ愛街の幸せ隊

ボランティアの力が
　地域を変えています！！

社会福祉協議会は
みなさんを応援します！

認知症の方とじかに
接していく中で自分自身の
認識や接し方が変わった
ことに気づきました。

人との出会いやふれあい
の大切さを感じます。

岐阜市社会福祉協議会・

ボランティアセンターが

車いすのメンテナンスを目

的としたボランティアを募

集し、そこに私たち11名が

集まり、平成13年から活動を開始しました。社会

福祉協議会が保有している団体・個人等の方々に

貸出をしている車いすや、小学校等で福祉体験を

する際に使う車いすを、定期的に、タイヤの空気

の整備やその他部品の整備及びピカピカに磨い

て、次の方に使用していただくのが活動です。貸

し出しをする以上は、完全な状態で安全にのって

いただき、気持ちよく使用

していただくため、心をこ

めて、精を出しています。

興味がある方ぜひ一緒にい

かがですか？

小・中学校を中心に、車いすやアイマスク、高齢
者擬似体験等、福祉体験を学習する際のサポート
役として活動をしています。福祉の心･･･「相手
の立場を知る」「思いやる心を育てる」などたくさ
んの子どもたちに伝わるよう、定例会で活動の振
り返りも行いながら、活動をすすめています。

ひとり暮らしの高齢者や障がい者の方のちょっ
としたお困りごとに自分たちが経験したことや、
知識・技術等を活かしてお手伝いしています！！

定期的な活動（グループホームでの余暇活動）・仲間作り
（やさいづくり・ウォーキング等）の活動も行っています。

「出会いと学びの講座」を受講して
こんな活動しています！！
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始まります！！
10月1日～12月31日

共同募金目標額【岐阜市支会】
62,019,000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65
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3億7千9百万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。

地域の自治会（各家庭）に
呼びかける募金です。戸別募金

企業等で働いている方に呼びかける
募金です。職域募金

法人の社会貢献として
呼びかける募金です。法人募金

学校で児童や生徒が
呼びかける募金です。学校募金

ボランティアが街頭に立って
呼びかける募金です。街頭募金

～こんな方法で募金活動を行っています～

　赤い羽根カプセル募金箱は、200円を寄付することによって、
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！
　地域のイベントにも出張いたします！

　共同募金会岐阜市支会では、今年も街頭募金を行います。

　下記の通り、街頭募金でのボランティア活動へ参加していただける

方を募集していますので、参加していただける方や興味・関心のある

方は、ぜひご連絡ください。お待ちしています。

　☆　と　き　　10月1日（土）、2日（日）
　☆　場　所　　JR岐阜駅
　　※　時間などの詳細につきましては、共同募金会岐阜市支会に
　　　　お問合せください。

　また、各種団体やグループでも、共同募金の趣旨をご理解いただき、

市内各所で街頭募金に取り組んで頂いています。

　新たに、ご協力いただける団体・グループもぜひ、ご連絡ください。

「赤い羽根カプセル募金箱」

「寄付する人も、募る人もボランティア」です。

昨年、募金ボランティアに参加した
　　　　小学生のみなさんの感想です。
　最初は、なかなか募金をしてもらえなかったけど、
やっと一人入れてくれたときは嬉しかった。
私は、ボランティア活動をするのが初めてだったけ
どまたやりたいです。
　来年も頑張りたいし、明日もいろんな子を誘って
がんばります。 （Tさん）

　ボランティアをしてとっても楽しくて気持ちよ
かったです。
　この手紙を読んでボランティアをしたいと思う人
が増えたら嬉しい。 （Uさん）

今年も、
　待ってます！！

共同募金会岐阜市支会
TEL 255-5511／FAX 255-5512

赤い羽根共同募金運動
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共同
募金

配分
事業

レポー
ト

併設する、「喫茶訓練施設
トロイメライ」にて、共
同募金会岐阜市支会　理
事による配分事業の視察
を行いました。

始まります！！
10月1日～12月31日

共同募金目標額【岐阜市支会】
62,019,000円

赤い羽根共同募金は
こんなふうに
まちのみんなの暮らしに
役立っています！！

　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65
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3億7千9百万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。

地域福祉へ・・・
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
ンティア情報紙発行などの事業に活
用されています。

社会福祉施設・団体へ
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
業等に活用されています。

NPO法人・ボランティア団体へ
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事業など

就労継続支援B型事業所　第一サンライズ
作業製品運搬及び利用者送迎用車輌更新事業

「東日本大震災義援金」にご協力いただきありがとうございます。

「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」へのご協力をお願いします。

共同募金会岐阜市支会
TEL 255-5511／FAX 255-5512

第一サンライズは、精神障がい者とその家族の
福祉向上のために、軽作業やレクリエーション
を通して仲間づくりや、生活リズムを整える事
で、自立と社会復帰を支援しています。 

○募 金 額　36,369,482,858円（中央共同募金会集計　8月24日現在）

○募 金 額　2,818,833,645円
（中央共同募金会集計　8月24日現在）

募金に関する情報は  …  www.akaihane.or.jp

被災地で復旧・復興に向けて継続的に活動を行うボランティアグループや
NPOを支えるための、「支える人を支える募金」です。

←
作業製品の運搬や、通所者の
皆さんの送迎に大活躍！！

介護予防教室（城西支部）

ふれあい・いきいきサロン（木田支部）

ふれあい・いきいきサロン（梅林支部） ボランティアことはじめ講座

赤い羽根共同募金運動
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災害ボランティアの
知識を得たい！

自分に
何ができるか
学びたい！

10月16日㈰ ＆ 23日㈰
10：30～15：00

　災害発生時において、被災者救援のために災害

ボランティアの活躍が期待されています。

　被災地における活動者の報告をもとに、災害時

におけるボランティアの役割や注意点など、災害

救援活動に必要な知識を習得し、理解を深めてい

ただく講座です。

●場　　所　　岐阜市都通2－2
　　　　　　　岐阜市民福祉活動センター2階大会議室

●対　　象　　災害ボランティアに関心のある方

●参 加 費　　無料

●申込方法　　 電話またはFAXにて ①氏名、②住所
　　　　　　　③電話番号、④年齢をお伝え下さい。

●申 込 先　　社会福祉法人　岐阜市社会福祉協議会
　　　　　　　〒500-8309　岐阜市都通2－2
　　　　　　　岐阜市民福祉活動センター2階
　　　　　　　TEL　255－5511
　　　　　　　FAX　255－5512

●申込締切　　10月7日（金）

講師プロフィール

　名古屋を拠点に日本各地で災害

時のボランティアセンター運営か

ら長期的な復興支援を行う団体の

代表理事。

　現在は、東日本大震災による被

災者支援活動を展開中。

東日本大震災から半年以上経ち、被災地では多
くの方々の支援をいただきながら復興活動が進め
られています。
岐阜市社会福祉協議会では、被災地の地域福祉
活動を支えるために、現地への職員派遣や災害
ボランティアに関する相談事業等を行っています。
東日本大震災は、かつてない長い支援活動が必
要となります。皆様方の変わらぬご支援をよろし
くお願いいたします。

岐阜市社協での災害ボランティア登録者数
（8月10日現在）

個人　213人　　　　　団体　20団体

NPO法人レスキューストックヤード
代表　栗田暢之氏

10：30～12：00　演習「防災ゲーム」
～こんなときあなたならどうする？～

12：00～13：00　昼食（各自）　

13：00～15：00　講義「災害ボランティア活動
の大切なポイント」

講師　　NPO法人　レスキューストックヤード
　　　　松　田　　曜　子　氏

10月23日㈰

10：30～12：00　講義「東日本大震災における
ボランティアの現状」

12：00～13：00　昼食　非常食の紹介と試食
協力：アンシンク株式会社

13：00～15：00　演習「災害ボランティア
センターの実施訓練」

講師　　NPO法人　レスキューストックヤード
　　　　代表　　栗　田　　暢　之　氏

10月16日㈰

災害ボランティア養成講座

東日本大震災　支援活動レポート
大槌町社会福祉協議会災害ボランティアセンターへ、3月と8月にそれぞれ1名の職員を派遣し、災害
ボランティアセンターの運営や生活福祉資金の相談業務等の支援を行いました。

岩手県大槌町へ職員を派遣！
3月28日～/8月15日～（各8日間）

災害ボランティアセンターで

は、ボランティアニーズの

調査やマッチングなどのコー

ディネートを行っています。
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　平成23年3月11日、東北地方で発生した世界最大級の地震、東日本大震災によって、未曽有の大災害がもたらさ

れました。災害発生後、義援金を募る方、救援物資を送る方、現地に設置された災害ボランティアセンターを通じて、

災害ボランティアとして活動する方など、多くの方が現在も被災地支援の活動に取り組んでいます。

　このような状況において、復興の要となるのは、やはり「地域のつながり」であると言われています。今回のフォー

ラムでは、普段からの地域のつながりを築いていく活動の実践発表をとおして、支え合う地域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23年11月2日（水）　13：00～15：30

　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 ◆報　　告

 　被災地支援活動をとおして

 ◆実践発表

 　支え合いの活動づくり支援事業

    （福祉コミュニティ構築推進支援事業）実践社協支部

 ◆講　　演

 　「支え合う地域づくりを考える」

 　講師　社会福祉法人大阪ボランティア協会

 　　　　常務理事　早瀬　昇　氏

　参 加 費 無　料

　定　　員 250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。

 TEL 255-5511　　　FAX 255-5512

　申込期限 平成23年10月21日（金）

～参加者から～
◆菜の花が咲いたころにまた来たい！
◆  同じ目標をもった「仲間」がいること

がうれしい！
◆この経験をみんなに伝えていきたい！
◆ボランティアはやりがいがある！

鮭プロジェクトとは・・・
大槌川に戻ってくる鮭のために、川をき

れいにする活動です。このプロジェクト

の一環として、大槌川の河川沿いを菜の

花でいっぱいにしようという「菜の花プ

ロジェクト」を行っています。現在の主

な活動は、河川清掃や菜の花を植えるた

めの河川の整備です。

社会福祉法人大阪ボランティア協会
常務理事　早瀬 昇 氏

地域福祉推進フォーラム2011
～支え合う地域づくりを考える～

ボランティアバスで、24人のボランティアの方々と岩手県大槌町へ赴き、災害ボランティア活動を行ってき
ました。現地では「鮭プロジェクト」の一環で取り組まれている「菜の花プロジェクト」に参加しました。

岩手県大槌町で災害ボランティア活動を実施！
7月26日～29日（3泊4日）

来年には菜の花がいっぱいになる大槌川をイメージしながら、堤防の草引きをしました。

講師プロフィール
1955年1月、大阪府生まれ。大学で電
子工学科を専攻するも、学生時代に交通
遺児問題、地下鉄バリアフリー化問題な
どに関わる市民活動に次々に参加。卒業
後、フランス・ベルギーの福祉施設で研
修後、78年に（福）大阪ボランティア協
会に就職。91年に就任した事務局長を本
年5月末で退任。現在、常務理事（07年
～）。他に日本NPOセンター副代表理事
なども務める。
主な編著書
「寝ても覚めても市民活動論」
「企業人とシニアのための市民活動入門」
「元気印ボランティア入門」　など
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ホーム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、介護福祉士の資格がある方、あるいはホームヘルパー養成研修2級課程を
　　修了された方
　◦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
●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）
●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

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 相談時間／毎週木曜日（祝日を除く）　午後１時から４時

お知らせ

　当会顧問林春雄氏（89
歳）は、平成23年7月27
日、急逝されました。
　謹んで哀悼の意を表す
るとともに、お知らせ申し
上げます。

● 月〜金曜日の内、週2日
程度勤務できる方

●未経験者・准看護師可

  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

車いすの貸出をしています。

ねたきり高齢者への理容サービスを利用してみませんか？

●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

　在宅のねたきり高齢者の方で、散髪を希望される方に対して、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ご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

●利用者された方の声
　◦ 歩行に少し不安があって外出ができなかったけれど、一時

的に借りて外出ができてとても楽しかったわ。
　◦ 骨折をして、急に車いすが必要になって困っていたところ

助かったわ。

〜車いすの貸出に協力をしていただいております〜
車いすを利用していただくために、車いすのメンテナンスをボランティアグ
ループ「くるまいす・セーフティフレンド」さんにお願いしています。
活動の紹介はP5をご覧下さい

社協の情報ひろば
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10月20日（木）ヨーガで無理なく楽しく心も体もリフレッシュ
11月10日（木）3B体操でリズミカルに体を動かしましょう
11月24日（木）伸びやかに、大きく、ゆったり深い呼吸で太極拳

長森コミュニティセンター
（前一色1丁目2番1号）

金華公民館
（大工町1）

① 9月30日（金） ①10月17日（月）
②10月7日（金） ②10月24日（月）
③10月14日（金） ③10月31日（月）

日　程 内　　容 場所（地区） 時　間
9月26日（月） 心も体もらくらく体操 ロイヤルコート寺田（合渡） 午前10時00分
9月26日（月） ハーモニカ演奏でなつかしの歌 サンライフ彦坂（方県） 午後 1時30分
9月29日（木） 椅子に座ったまま健康体操 大洞岐協苑（芥見東） 午後 1時30分
10月3日（月） ハーモニカ演奏でなつかしの歌 ささゆり（芥見東） 午後 1時30分
10月13日（木） 手足を楽しく動かし転倒予防 エトワールずいこう（網代） 午後 1時30分
10月14日（金） リンパの流れをよくして若返り 岐阜市社会福祉協議会（本郷） 午後 1時30分
10月25日（火） こころと身体の健康に笑いヨガを 大洞岐協苑（芥見東） 午後 1時30分
11月2日（水） お口の体操とギター音楽会 やすらぎの里川部苑（七郷） 午後 2時30分
11月7日（月） ハーモニカ演奏でなつかしの歌 さくら苑（網代） 午後 1時30分
11月8日（火） 脳も体もいきいき音楽健康法 サンライフ彦坂（方県） 午後 1時30分
11月11日（金） ピアノ演奏でたのしい音楽会 岐阜市社会福祉協議会（本郷） 午後 1時30分
12月2日（金） 暮らしの中での園芸健康法 岐阜市社会福祉協議会（本郷） 午後 1時30分
12月8日（木） 脳も体もいきいき音楽健康法 さくら苑（網代） 午後 1時30分
12月19日（月） 手と手、心と心が触れあう肌のお手入れ ロイヤルコート寺田（合渡） 午前10時00分

得

 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。食を考えよ～う　 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

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

〒500-8309　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

〒501-6121　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

〒502-0082　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

〒500-8268　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転倒予防教室 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

◦場　所　岐阜市社会福祉協議会
　　　　　（都通2-2）

◦内　容　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

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

得
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岐阜の郷土の味「みょうがぼち」作りを皆で昔を思い出しながら共同作業で行いま
した。地元の方の協力であんから手作りのおいしいみょうがぼちが完成しました。

リズム体操の最後に音楽に合わせてダンスを3曲踊ります。体操の後とは
思えないくらいの軽やかなステップで長く続けてこられた効果が伺えました。

「あんたの顔を見に来んやでえ、、、」と、表情もにこやかに。手を動かしなが
らも会話が弾んで、皆の心が若返ります。

バスタオルやタオルで防災頭巾作りに挑戦しました。2人の先生の指導のもと、あっという間に出来上がり。『家族の分も作りたいわ』と大
好評でした。

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 日

開 催 日

開催場所

開催場所

開催場所

開催場所

毎月第2金曜日

老人福祉センター　三楽園

毎月第2・4木曜日

長森南公民館

三輪北支部　三楽園いきいきサロン

長森南支部　長森南サロン

鶉支部　ふれあい・いきいきサロン

常磐支部　ふれあい・いきいきサロン

毎月第3金曜日

東鶉公民館

毎月第2水曜日

下城田寺公民館

　参加人数30人程度。10年来続けてこられ、80歳以上
の方もおられますが、先生のかけ声と音楽に合わせリズミ
カルに体を動かすリズム体操を行う元気一杯のサロンです。

　月2回、軽い運動や簡単な手作り作品を楽しんでいま
す。最近の出来事や体調などのよもやま話をしながら、
無理なく助け合いながら行っています。

　鶉支部は4箇所で開催されています。健康の話や防災
の話等、歌や手芸・ゲームなど楽しく和気あいあいと過
ごしています。5月には4サロン合同で柳津の道の駅ま
で花見遠足にでかけられました。

　まずラジオ体操から始まり、毎回参加者が楽しく過ご
せる様に、内容に工夫が見られます。参加者同志が和気
あいあいと仲が良く、笑顔が溢れる元気なサロンです。
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