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赤い羽根共同募金
運動期間中に、市内各所で街頭募金を実施しました。
ご協力いただいた皆様、募金ボランティアの皆様、ありがとうございました。
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共同募
金にご協力ありがとうございました！！迎春

社会福祉法人
岐阜市社会福祉協議会

会長　坂井　富三郎

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様には、本会事業推進にひとかたならぬご支援とご協力を賜り、厚
くお礼申し上げます。
　さて、社会情勢や社会福祉を取り巻く環境は大きく変化し、地域連帯感の希薄
化、コミュニティの脆弱化など様々な生活課題が深刻化しており、地域福祉の重
要性が改めて求められているところでございます。
　また、昨年 3 月に東北地方を中心とした未曾有の大震災が発生したことから、
わが国における災害時支援の重要性が、今まで以上に問われることになるのは
明らかです。
　このような状況のもと、平成22年度から始まった「第 2 次岐阜市地域福祉活
動計画」に基づき、重点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、協働のもと事業を推進していきます。
　福祉サービス利用者への対応としては、日常生活自立支援事業や法人後見事
業による要支援者の自立支援と権利擁護を推進するとともに、地域包括支援セ
ンターにおける総合相談と介護予防事業、生活支援事業を実施し、要支援者が
できる限り地域で自立した生活をおくることができるように支援してまいります。
　こうした事業を積極的に行うことにより、誰もが住み慣れた地域で家族や友
人、地域住民とともに心豊かに健康でいきいきとした生活ができる社会福祉の
実現に向けて努力していきます。
　どうか本年も昨年と同様、皆様方の一層のご支援とご協力を賜りますよう心
からお願い申し上げますとともに、ますますのご健康とご多幸を祈念いたしまし
て、新年の挨拶といたします。

第33回　岐阜市民福祉大会が開催されました
　10月 5 日岐阜市文化センターにおいて、岐阜市と共催で第33回岐阜市民福祉大会
を開催しました。式典では長年にわたり地域福祉活動をされた方々や福祉施設等の
役職員並びに福祉ボランティアの方々の表彰を行い、また社会福祉活動に積極的に
協力、援助されました団体並びに社協特別会員の方々に感謝状を贈呈いたし
ました。
　引き続き「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〜」
と題して元マラソンランナーの松野明美さんのご講演がありました。競技人
生を歩む中、障がいのある次男の子育てを通じて「人生は人との競争じゃな
い、いちばんじゃなくてもいい」と気づかされたことを軽妙な語り口で明る
くほがらかに話されました。

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20日から12月14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
◦須山　誠治　� 　　　30,000円
◦KYB労働組合　� 　　　20,000円

●福祉ボランティア基金へ
◦匿名　　　� 　　　　　　8,000円
◦西村　馨　� 　　　1,000円

●物品
◦岐阜聖徳学園大学附属中高等学校
　生徒会� 車いす　 3台

　生徒会の皆さんからは「多くの人に使ってもらいたい」「人のためになる活動だと
思い、今後も続けていきたい」と話をしていただけました。
　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出や、小中学校を
はじめとする福祉教育の体験学習に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皆さんありがとうございました。
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共同募
金にご協力ありがとうございました！！〜寄付する人も、募る人もボランティア〜

　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24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に活用していきます。

10月 1 日　JR岐阜駅にて
平成23年度　共同募金運動が開始されました！！
10月 1 日、2 日　JR岐阜駅での街頭募金には、社会福祉団体、
企業、小・中・高校生・大学生の皆さん、ボランティアなど、
延べ245人の方が、募金ボランティアとして活動されました。

ご協力ありがとうございました！！

11月 5 日カラフルタウン岐阜
　柳津町スポーツ少年団の皆さんと境川中学の
生徒さんのご協力で街頭募金を行いました。

今年も届きました！！

平成23年度は、共同募金配分金でこんな事業に活用されました

〜募金ボランティア
小学生の皆さんのお手紙紹介します〜

　今回、初めて
募金

活動をやりました
。人

のために何かを
すると

いう事は、その
人たち

にとっても、自分
にとっ

てもいい事です。
�

�
Yさん

　私達みたいに「募金お願いします。」という人も昨年より増えました。たぶん募金をしてくれる人の気持ちが私たちにも伝わってきてあたたかな気持ちになるからだと思います。��
Uさん

　かけはし西岐阜は、高次脳機能障がい
に悩む当事者と家族が助け合い、励まし
あい、安心して生活ができるよう、施設
内での作業や創作活動を通じて社会人と
しての自立を促進し、地域社会に参加す
ることを目指しています。

ありがとう�メッセージ
　窓に設置していた換気扇を新しく取り替
え、雨風の浸入を防ぎ、施錠ができるよ
うになりました。安全な環境で、安心し
て作業に専念できるようになりました。本
当にありがとうございました。また、施設
内でも募金箱を設置し、共同募金運動に
協力しています。

　社会福祉施設が実施する地域との交流事業
に助成を行うことで、地域への開かれた施設
づくりを支援し、地域福祉を推進する事業です。

○夏祭りなどの
イベントへ

　寿松苑、さくら苑、
大洞岐協苑、喜久寿苑、
みたほら苑、養生訓苑、
あんきの家細畑、光の
園、清流園、はなみず
き苑、第二恵光学園
○ボランティア講座へ
　寺田ガーデン

社会福祉施設地域交流事業障がい福祉サービス事業所 かけはし西岐阜
〜作業環境改善に係る換気扇更新事業〜

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へ！！
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普通会費　� 23,132,600円
特別会費（個人）　� 1,999,000円
特別会費（法人）　� 2,580,000円
施設・団体会費　　� 395,895円
賛助会費　� 549,000円

社協会費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 28,656,495円
社協会費を活かしていきます！
○地域での福祉活動に…
○地域福祉に関する各種研修事業に…
○ボランティアセンター事業に…

　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。

地域福祉推進フォーラムを開催しました！　参加者220人
　11月 2 日に開催した地域福祉推進フォーラムには、220人もの参加をいただきまし
た。当日は、 2 つの実践発表と講演を内容とし、実践発表では、今年度から支え合い
の活動づくり支援事業の指定を受けて、支え合いマップづくりなどを進めている社協
木田支部、三輪南支部の取り組みについて、それぞれ報告していただきました。また、
社会福祉法人大阪ボランティア協会　常務理事　早瀬　昇　氏からは「支え合う地域
づくりを考える」というテーマで講演をいただきました。

実践発表① 社協木田支部「お手々つないで　木田の輪」

実践発表② 社協三輪南支部「みんなでつくり出す支援活動」

講　演 「支え合う地域づくりを考える」
社会福祉法人大阪ボランティア協会　常務理事　早瀬　昇　氏

　社協木田支部では、福祉委員、社協委員、アドバイザーといった地域活動の仲間
を増やすしくみの中で、「多世代交流サロン」や「支え合いマップづくり」などの取り
組みを進めています。発表では「ふれあい・いきいきサロン」やいざという時の個
人情報を冷蔵庫に保管しておく「お助けマーク活動」、「支え合いマップづくり」など
の活動をとおして一声かけていける地域づくりをしていきたいという想いを語られ
ました。

　社協三輪南支部では、地区内にモデル地区を設け、民生委員や生活・介護支援サ
ポーター養成研修を修了した方々が協力して、支え合いマップづくりや救急・お助け
マーク活動を進めています。発表では、身近な地域にしていくためには、住民同士の
「連携」と出会う「機会」、お互いが知り合う「場」づくりをして、みんなが一緒になっ
て取り組んでいくことが大切であると語られました。

　東日本大震災での被災地支援活動から日常的な活動まで、ボランティア活動の良
さ・ツラさを、具体例を交えて分かりやすく講演していただきました。大切なことは、
燃え尽きないこと…「依存力で支え合い」という言葉が印象的な講演でした。

▲地図を囲んで、自治会や班のエリアを確認しながら支え合いマップづくりを進めています

▲地域の民生委員、自治会長、福祉委員が一緒になって支え合いマップづくりに取り組んでいます

（平成23年12月14日現在）
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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 口数 法 人 名 口数 法 人 名 口数 法 人 名

10口 岐阜流通センター協同組合連合会
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

操外科病院
岐阜なずな学園
岐阜聖徳学園大学
福山通運㈱ 岐阜支店
医療法人社団 尚英会 岐阜南病院
大洋紡績㈱

1口 森実木材工業㈱
㈱下平
瓶寅建材㈱
社団法人岐阜病院
社会福祉法人舟伏
㈱市川工務店
学校法人 加納学園こばと幼稚園
巴産業㈱
栃井建設工業㈱
八創建設㈱
㈱大倉建築工業
天一㈱
山口鋼業㈱
岐阜繊維福祉協同組合
大丸印刷・製本㈱
アジア原紙㈱
丸栄石油㈱
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
伊藤食品㈱
小島内科クリニック
関建材㈱
藤沢酒店㈱
瓶由㈱
丸陸運送（資）
コスモス薬局
特種東海製紙㈱岐阜工場
千代田商会
㈱オゼキ
㈱宮本仏壇店
㈱松原喜八総本場
神山商事㈱
㈱岐阜会館
㈱やまだ
かき松
大野大仏堂
㈱野々村葬儀社
㈱丸萬後藤興業
高牟礼耳鼻咽喉科
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㈱

1口 ㈱梅田商店
㈲ダブル・エディション
圓龍寺
㈱電算システム
ハートランス㈱
丸宮歯科
㈱大垣共立銀行岐阜支店
㈱岩田時計舗
㈱大垣共立銀行岐阜駅前支店
ブリヂストンはぎの㈱
岐阜スズキ販売㈱
㈱竹中スポーツ
㈱不破
㈱戸澤商店
㈱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
㈱太平洋久世製作所
竹村歯科医院
土本建設㈱
㈱東海建設
中川会計事務所
長良川スポーツプラザ 
レストラン杏
長良皮膚科
花屋のすぎやま
㈱洋文社
米本歯科
㈱ローブ
㈱後藤塗装
吉田歯科
㈱平成調剤薬局
波多野泌尿器科皮ふ科
秋田歯科
伊東内科クリニック
松岡整形外科・内科・
リハビリテーション
ウスイ消防㈱
㈱大洞堂
㈱岐阜日石
澤田建設㈱
下野機械㈱
田神工作所
棚橋耳鼻咽喉科
東栄電業㈱
永代皮膚科
㈱中野新聞舗
日本タクシー㈱
野崎建設㈱
堀㈱
山田メディカルクリニック
大前医院
㈲丸徳森下建設
山口精機工業㈱

1口 鵜飼不動産㈱
㈱竜光
岐阜掛軸㈱
㈱洞田製作所
㈱山田組
中日本防水㈱
岐阜信号施設㈱
㈲丸豊藤吉組
不破クリニック
中村歯科医院
松田歯科医院
岐阜女子大学
㈲サンエイWOOD
㈱川甚
岐阜観光㈱
岐阜商工信用組合
㈱松英組
森川・鈴木法律事務所
共伸産業㈱
セコム㈱中部本部岐阜支社
寺嶋建設㈱
㈱のはら
㈱唐箕屋本店
伊藤内科医院
㈱大島商会
㈱加藤鉄工所
㈱昭和電機
医療法人慶睦会千手堂病院
㈲千手堂野々村葬祭
㈱日新
山一電気㈱
㈱若原工機
㈱ＮＴＴドコモ 岐阜支店
朝日大学村上記念病院
矢島建設興業㈱
㈱山弘なまずや分店
十星商事㈱
岐阜贈答㈱
堀建材店
とお山
医療法人ともいき会小牧内科
クリニック
中部大建工業㈱
篠田商事㈱
加藤眼科
昭和コンクリート工業㈱
日本通運㈱ 岐阜支店
㈱大山工業所
㈱浅野鉄工所
㈱市川葬典
㈱クボタ
岐阜観光索道㈱
亀甲屋本舗㈲
合羽屋葬具店合名会社
小畑ポンプ工業㈱
㈱岐阜観光ホテル十八楼
㈱ケミック
川出医院
㈱相宮工務店
玉井屋本舗
田代㈱
アルフレッサ日建産業㈱
ホテルパーク㈱

1口 八百重製粉㈱
オンダ国際特許
㈱河合銘木店
㈱宮嶋商店
㈱金森生糸店
萬松館
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
㈱麩兵
㈱中日新聞松山新聞舗
酒井印刷
楽座接骨院
㈱浅野商店
山兼㈱
㈱岐阜新聞社
岐阜管工事㈱
㈱十六銀行岐阜市役所支店
㈱正氣屋
濃飛倉庫運輸㈱
安田㈱
内藤電機㈱
㈱エフワン
羽柴鋼業㈱
㈱岐阜グランドホテル
朝日設備工業㈱
㈱安部日鋼工業
大東㈱
岐阜県厚生農業協同組合連合会
東邦ガス㈱岐阜営業所
日新印刷㈱ 
日本蜂蜜㈱
㈱岩谷精三商店
岐阜自家用自動車組合
㈱KVK 
日本ガード㈱
㈱津島建材
㈱ナイスワーク
岐阜交通㈱
名光電気工事㈱
サンメッセ㈱
松村工業㈱
中日本クリーナー㈱
㈱三島
協同組合岐阜給食センター
㈱國井組
㈱コームラ
㈱岐阜ガレーヂ
㈱三井屋和洋紙店
㈱技研サービス
宇部日東化成㈱
玉田建設㈱
医療法人岐阜北内科外科 
通所介護 西郷集いの館
特別養護老人ホーム 養生訓園
芥見ケアセンター
社会福祉法人 和光会
医療法人 和光会
三里保育園

（敬称略・順不同）
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NPO・ボランティア・生涯学習

イベント日程

　このフェスティバルは、行政と福祉、NPO・ボランティア団体が連携して、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。

日　時／平成24年2月25日（土）
　　　　10：00〜15：00
場　所／ふれあい福寿会館　2F〜4F
　　��　（岐阜市薮田南5－14－53）
主　催／岐阜県
　　　　ぎふNPO・生涯学習プラザ
　　　　岐阜市社会福祉協議会
共　催／ふれあい福寿会館

展示・相談コーナーでふれあい ステージで楽しんで

体験コーナーで笑顔いっぱい

●時間／10：00〜15：00
●場所／ 2 Fアトリウム
　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。
◦ 県や市内のNPO、ボランティア生涯学

習相談機関窓口
◦ 活動施設、団体紹介コーナー など

●時間／12：00〜13：00
●場所／ 2 Fアトリウム　ステージ
　ステージ発表では、ボランティア団体
等によるコマの曲芸、ギター演奏等を行
います。「ミナモ」も登場しますよ。お楽
しみに！！
◦コマの曲芸、ギター演奏 など

●時間／10：00〜15：00
●場所／ 2 Fアトリウム
　　　　 3 F大・中会議室
　　　　 4 F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。
※一部材料費が必要になります
◦ サイエンスものづくり
◦ 福祉体験コーナー
◦ 防災ずきんづくり　など

授産製品の販売コーナー 岐阜市内の授産所が心を込めた製品を販売し
ます。ぜひお立ち寄り下さい！

会場ではスタンプラリーを実施します。
スタンプを集めて景品をゲットしよう！！

バスタオルでつくる「防災
ずきん」。災害の備えとし
て、子どもから大人まで人
気のコーナーです。

粘土を使ったストラップや
小物づくりで、自分だけの
オリジナル作品を作ろう！

フェスティバ
ル作って遊んで ふれて楽しい

▲昨年の様子

▲

2012�No.1346



歩みだした私たち仲間とともに一歩ず
つ

講座を受
講し
て

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？…

知識を
学びたい！

ボランティアことはじめ講座
（H23.7〜8月開催）

「ボランティア活動って
なんだろう…？」

「わたしの活動紹介」

新しい視点でボラン
ティア活動ができそ
うな気がします。

色々な体験の話を聞き、
少しでも自分にできるこ
とから始めたいと思いま
した。

知らなかったこと
や考え方、喜びをた
くさん感じること
ができました。

自らの体験が、これからの活動へ
の一歩を踏み出す大きなきっか
けになりました！

災害ボランティア養成講座（H23.10月開催）

「東日本大震災における
ボランティアの現状」に
ついて学習

「災害時を想定してこれから災
害ボランティアセンターを立ち
上げます」（実践編）

災害ボランティア
センター実施訓練

限られた場所と時間
でこれだけ実践的な
内容を体験できたの
は、とてもよい経験
になりました。

いろんな考え方がある
こと、また、とっさの判
断が必要かつ大事であ
ることが勉強になり、
参考になりました。

ボランティアに求め
られるもの…？「積
極性」「協調性」「創
意工夫」大変参考に
なりました！

出会いと学びの講座（H23.10〜12月開催）

地域でのルールや
時間の持ち方が必
要なことがわかり
ました。

これからの生活に不
安を感じていました
がお話を聞き、参考に
なりました。

これからとても楽しい日々が
訪ずれそうです。

日々の生活の中
で役に立つこと
がたくさんあり
ました！

「私たちは、この出会い
がきっかけで、ボラン
ティアグループをつく
りました！」

私たちの経験もこれ
から始める方に役に
たてるといいね。

定期的に個々の活動の情報交換
をしながら、ボランティア活動
のポイントをまとめています。

ボランティアグループ
“レインボー”の皆さん

2012�No.134 7



支え合いマップづくりで 太郎丸団地サロン
地域を知ろう 誕　生

生活・介護支援サポーター養成研修
修了者　活動報告

生活・介護支援サポーター養成研修
　一人一人がいつまでも安心して暮らし続けることができるように、お互いに支え合っていく地域を目指し、その中心と
なる方を養成する研修です。この研修は、平成21年度より各支部から推薦を受けた方を対象におおむね 8 日間・20時
間で岐阜市の委託を受けて社協が実施しています。【修了者数　38支部　215人（平成21年度〜平成23年度）】
※このたび、養成研修修了者のための活動の手引きとなるガイドブックが完成しました。

研修が修了して…

活動開始！！

支え合いマップづくり サロン見学 福祉体験

研修で学んだことを活かして、
できることから始めよう！！

ゲームや筋トレなど、
体を動かしてリフレッ
シュできたよ

　太郎丸地区の自治会
長・民生委員・福祉
委員・地域の人が集ま
り、地域には何が必要
か話し合いました。

太郎丸地区の地図
を広げてマップづ
くりが始まりまし
た。

マップづくりをして、地域の状況がわかり、
太郎丸地区での福祉課題が見えてきました。
→1人暮らしのおじいちゃんやおばあちゃん
がいつまでも元気に暮らすには…おしゃべり
したり、体を動かしたりできたらいいな♪♪
みんなが気軽に集まれる場所をつくろう！！

他にも…こんな活動をしています！！
☆『救急・お助けマーク』を展開
☆�ユニフォームを作成　見守り・支え合い活動時着用
　この地域では 9 名の修了者がみえ、受講したみな
さんでどんな支援ができるのかを話し合い、福祉活動
に積極的に参加されています。

太郎丸団地の活動を見て他の地域にも活動が広
がっています。近隣の自治会や民生委員さんが新
たにサロンをつくろうと動き始めました。

三輪南支部としてはふ
れあい・いきいきサロ
ン開催15番目です。元
気なお年寄りがいつま
でも元気でいられるよ
うにみんなで集い、楽
しく元気なサロンにし
ましょう♡

みんなでおしゃべりした
り、ご飯を食べたりして
楽しい時間が過ごせたよ

研修を修了された三輪南（太郎丸地区）の宮川さんの活動

▲サロンの趣旨を説明する宮川さん
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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

ひとり親家庭等の中学3年生のみなさんに
図書カードを贈呈します

「教育支援資金」のご案内

　この春、卒業されるひとり親家庭等の中学 3 年生のみなさん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）を贈呈いたします。
　希望される本人または家族の方は、印鑑及びひとり親家庭等を証明するもの（児童扶養手当証書、母子
寡婦証明書、住民票等）をご持参のうえ岐阜市社会福祉協議会事務局また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。※母子寡婦証明書は、市役所の子ども家庭課で発行されます。（無料）
●対　象　者　父子世帯・母子世帯・父母にかわって養育している世帯
●贈呈期間等　平成24年 1 月23日（月）から 2 月17日（金）
　　　　　　　午前 9 時から午後 5 時
　　　　　　　ただし、土・日曜日は午前10時から午後 3 時
●贈 呈 場 所　月曜日〜金曜日
　　　　　　　　岐阜市社会福祉協議会事務局
　　　　　　　　（岐阜市都通 2 - 2 　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
　　　　　　　　（岐阜市都通 2 - 2 　岐阜市民福祉活動センター　 1 階）
●問 合 せ 先　福祉サービス利用支援グループ

　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（20年以内）。
　◦学校を卒業して半年後から償還が始まります。
●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下さい。
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入口

都通郵便局

至大縄場大橋

本郷町通

岐阜市民福祉
活動センター

▲岐阜市民福祉活動センター
※ 3階から上は市営住宅「本郷ハイ

ツ」です。
▲大会議室

▲センター案内図

例えば…こんな研修・会議にも利用できます。
　・ボランティアサークル等の会議
　・社会福祉団体などの研修会
　  ※ 社会福祉団体が使用される場合には、減免措置

があります。

介護サービス事業に携わっていただける方を募集しています。
◎ホームヘルパー
●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・ガイドヘルパーの講習を修了された方
　◦ 1 週間に 2 日以上、1 日 1 時間以上活動が可能な方　※土・日に活動できる方大歓迎

●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）
　◦ 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（2.5㎝×2.5㎝）　◦印鑑　　◦養成研修修了証

◦�月〜金曜日のうち週2日程度
勤務できる方
◦未経験者歓迎、准看護師可

◎訪問入浴サービス
　看護師

お問い合わせ先

TEL255-5511
在宅福祉サービスグループ

会議室の利用案内について
福祉活動を目的とした会議や研修に利用できる
会議室の貸出をしています。

●岐阜市民福祉活動センター
　大会議室（148㎡）　約120名収容
　中会議室（69㎡）　 約40名収容
　※大・中会議室の一括使用もできます。

●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〜午後 9 時

●休　館　日
　年末年始（12月29日〜翌年 1 月 3 日）

●利用申込み
　 2 ヶ月先（当日を含む）まで予約できます。
　電話番号　252－6690　又は255－5511

●駐車台数　20台
　※当センターの駐車場はわずかです。
　　お越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用下さい。

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
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本郷町

至長良橋至金華橋至忠節橋至大縄場大橋

福祉健康
センター

保健所

名鉄
岐阜

岐阜市民福祉活動センター

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。

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

①介護予防教室

� お申し込みについて
●対象　岐阜市内のおおむね65歳以上の高齢者及び家族（1回のみの参加が可能です。）
●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

テ　ー　マ　　〜生きるのが楽しくなる音楽会〜
日　　　時　　①平成24年 1 月16日（月）　午後 2 時〜 3 時30分
　　　　　　　②平成24年 2 月 6 日（月）　午前10時〜11時30分
　　　　　　　③平成24年 2 月20日（月）　午前10時〜11時30分
場　　　所　　①ケアハウス ウェルビュー明郷（真砂町 1 -20- 2 ）
　　　　　　　②ケアハウス ロイヤルコート寺田（寺田 7 -95）
　　　　　　　③ケアハウス シャローム・みわ（三輪776- 2 ）

昨年の介護予防教室では、体操や、音楽会などを開催しました。
1 月、2 月には音楽会を開催します。お楽しみに！

らくらく体操 肌のお手入れ ギター音楽会 寄せ植えで健康法
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6月から、福祉委員が中心になって発足しました。懐かしい歌、輪投げ、ス
カットゲームをして童心に返って盛り上がって楽しむことができました。

11月は、一足早くかわいい松ぼっくりでミニクリスマスツリーづくりに挑戦しました。

手作り弁当で、それぞれが自分のお弁当パックを持参し、そこへ一
緒に調理した物や持ち寄った佃煮、漬物などを詰めました。作り方
やおいしさを話しながら、和やかな食事会を楽しみました。

新聞でTシャツを作り、じゃんけんをして勝った方がちぎっていくゲームを
楽しみました。景品をかけて熱が入り、大きな声で何度もじゃんけんす
る光景が見られました。

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 3木曜日

五月町公民館

奇数月　第 2水曜日

徹明小学校内　ふれあいルーム

黒野支部　五月町サロン

徹明支部　徹明ふれあいサロン

岩野田北支部　岩野田北いきいきサロン（わかくさ同好会）

市橋支部　いきいきふれあいサロン

毎月第 3月曜日（ 8 月、 3 月を除く）

粟野東公民館

毎月第 4火曜日

今嶺公民館

　保健師さんの健康セミナーと茶話会で交流を深めてい
ます。

　徹明まめな会と日赤奉仕団の皆さんが企画・内容を練って開催されてい
ます。会話とふれあいで「わくわく、どきどき」、誰でも気軽に楽しく集え
る憩いの場になっています。

　岩野田北では、ダーツやペタンクなどで体を動かした
り、抹茶をいただいたり、ハーモニカ演奏でみんなで歌っ
たりとさまざまな内容で楽しいサロンを開催しています。

　市橋支部では 7 箇所で開催されています。どのサロンでも
男性の参加者が多く地域での活動や防犯・防災の話や健康の
話をしています。歌やゲーム等もして楽しく過ごしています。
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