
社協支部役員研修会で「クロスロード」を体験♪
地域で災害のことを考えるきっかけになるゲームです！

牛乳ビン等を利用した個人情報の自己管理
　牛乳ビン等の中に「医療情報等を記入した用紙」を
入れて、ビンに「お助けマーク」のシールを貼って冷
蔵庫の中に入れてもらう取り組みです。社協支部で
は、牛乳ビンやしょう油差しなどを使って、地域のア
イデアと工夫を凝らした活動を進めています！

民生委員さんを対象にした、地域福祉推進研修会で
支え合いマップづくりを体験していただきました。
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「支え合いマップづくり」は、みんな
で情報を記入し、地域を知って、地域
福祉活動に参加するきっかけ

4 4 4 4

となる
「はじめの一歩」です！

クロスロードとは英語で「岐路」、
「分かれ道」を意味しています。
防災ゲーム「クロスロード」は、
災害対応を自らの問題として考え
るとともに、自分と異なる意見・
価値観の存在への気づきなどが体
験できるカードゲームです。

災害にも強い「地
域の福祉力」を高めていきます！



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

重点目標

福祉サービス利用支援事業

在宅福祉サービス事業

1.　第2次岐阜市地域福祉活動計画の推進
2.　福祉サービス利用支援事業の充実
3.　在宅福祉サービスの安定運営

住民が地域で自立した生活を送ることができるよう関係機関と連携
をとり支援します。
　●心配ごと相談・認知症相談
　●ひとり暮らし高齢者愛の電話訪問事業
　●法人後見事業
　●歳末たすけあい援助事業
　●要支援世帯への支援事業
【受託事業】
　●介護相談員派遣事業
　●日常生活自立支援事業
　●地域包括支援センター中央北事業
　●生活福祉資金等の貸付事業

独立採算の経営理念のもと、信頼される利用者本位の質の高い
サービス提供を実施します。
　●訪問介護事業等における制度外サービスの実施
　●ねたきり高齢者理容サービス事業
【介護保険事業】
　●老人居宅介護事業（ヘルパー派遣）
　●訪問入浴介護事業
　●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）
【障害者自立支援事業】
　●居宅介護事業（ヘルパー派遣）
　●同行援護事業（ガイドヘルパー派遣）

【地域生活支援事業】
　●訪問入浴サービス事業
　●移動支援事業（ガイドヘルパー派遣）
【受託事業】
　●介護予防支援事業（予防プラン作成）
　●要介護認定訪問調査事務事業
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平成24年度 岐阜市社会福祉協議会 事業計画

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

重点事業

地域福祉推進事業
平成21年度に策定した「第 2次岐阜市地域福祉活動計画」を指針として、
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。
【社協支部活動の推進】
　●ふれあい・いきいきサロン事業
　●ひとり暮らし高齢者のつどい事業
　●児童と高齢者のふれあい事業
　●支部広報紙の発行事業
　●高齢者介護予防教室事業
　●子育て支援サロン事業
　●ふれあいメール事業
　●福祉委員研修（活動検討）事業
　●地域福祉推進フォーラム等各種研修会の開催
　●金婚祝いの贈呈
【ボランティアセンター事業】
　●ボランティア情報紙「にじ」の発行
　●各種ボランティア講座の開催
　●ボランティア活動保険の普及

【地域参加促進事業】
　●勤労者地域デビュー作戦
　●社会福祉施設の地域交流事業への助成
【受託事業】
　●生活・介護支援サポーター養成事業
　●岐阜市福祉の店運営事業
　●介護予防事業・家族介護教室事業

【地域福祉活動計画関連推進事業】
●福祉委員制度の設置事業
　�　福祉委員を設置し、活動の検討をします。平成23年度には20支部において設置され、平成24年度
は31支部で設置や活動についての検討をすすめていくことを目標としています。

●災害体験講習会・「日常緊急時」の連携体制推進事業
　�　牛乳ビン等を利用した個人情報の自己管理を進めていきます。このような取り組みをとおして、
災害時や日常の緊急時に強い地域づくりを平成23年度には15支部で取組みを進め、平成24年度には
30支部での取り組みを目指しています。

●福祉マップづくり推進事業
　�　「支え合いマップづくり」は作成過程に様々な人が参画することによって、地域を知るツールにな
ります。平成23年度には16支部で行われ、平成24年度には35支部での実施を目標としています。
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♥♥ ♥♥ ♥

▲市岐商デパート ▲ぎふしん愛の募金

▲岐阜社会福祉事業
　協力会

岐阜市社会福祉協議会 平成24年度予算

あたたかな心
ありがとうございます！！

　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。
　12月15日から 3月31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
　◦岐阜市立岐阜商業高等学校
　　　模擬株式会社　市岐商デパート�� �20,000円
　◦匿名�� �24,000円
　◦株式会社　美濃庄�� �43,838円
　◦財団法人　岐阜社会福祉事業協力会�� �3,000,000円
　◦匿名�� �10,000円
　◦匿名�� �5,000円
　◦匿名�� �10,000円
　◦ユニー㈱＂小さな善意で大きな愛の輪＂ピアゴ鶉店�� �45,140円
　◦ユニー㈱＂小さな善意で大きな愛の輪＂�ピアゴ長良店�� �43,872円
　◦ユニー㈱＂小さな善意で大きな愛の輪＂アピタ岐阜店�� �167,647円

　◦ぎふしん愛の募金�� �200,000円
　◦株式会社光洋�� �10,000円

●福祉ボランティア基金へ
　◦日本郵趣協会岐阜支部�� �1,100円

総額
684,074千円

総額
684,074千円

総額
348,448千円

総額
348,448千円

一　般　会　計

公益事業特別会計

収入の部 支出の部

収入の部 支出の部

前期末支払
資金残高
29.6%

その他の収入
0.1%

経理区分間
繰入金
収入 2.2%

会計単位間繰入金
収入 0.9%
受取利息配当金
収入 1.2%

補助事業等収入
0.7%
自立支援費等収入 7.6%

介護保険収入
18.0%

負担金収入 5.8%

共同募金配分金
収入 5.9%

貸付事業等
収入 0.6%

事業収入
0.2%

受託金収入
5.4%

助成金収入
0.1%

経常経費
補助金収入
16.6%

寄附金収入 0.7%

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 
2.3%

介護相談員
派遣事業 0.8%

介護予防事業・家族介護教室事業 1.8%
移動支援事業 0.5%
障害福祉サービス事業 7.8%

老人居宅介護等
事業 18.4% ふれあいの

まちづくり事業 
7.0%

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 
5.9%

法人運営
事業 24.4%

当期末支払資金
残高 29.9%

要介護認定調査
事務事業 8.1%

地域包括支援センター中央北事業 11.2%

居宅介護支援
事業 32.5%

訪問入浴サービス
事業 12.2%

福祉の店運営事業 1.7%

市民福祉活動センター
　　　管理事業 4.4%

前期末支払
資金残高
29.9%

経理区分間
繰入金収入
1.3%

受取利息
配当金収入
0.1%

補助事業等
収入 5.2%

介護保険収入 40.3%

負担金収入 
0.5%

受託金収入 
 22.7%

会費収入 4.4%
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「東日本大震災義援金」に
　　　　ご協力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」（ボラサポ）
へのご協力をお願いします。　

　同義援金は、平成23年 3 月14日から受付が開始され、震災から 1年を経過した現在でも、多額の
義援金が寄せられています。みなさまからの温かいご支援に感謝申し上げます。この義援金の受付は、
平成24年 9 月30日まで再延長されましたので、今後とも引き続きのご協力をお願いいたします。
　また、日本赤十字社及び中央共同募金会を通じて寄せられました義援金は、全額が被災自治体を
通じて、被災された方々のお手元に届けられます。

　東日本大震災・被災地では、引き続き長い支援活動が必要とされています。支援活動の大きなチ
カラとなっているのは、被災地で活動を続けるボランティア・NPOの人たちです。被災者に寄り添い、
協力し合い、復旧・復興に向けて継続的に支えていくために「支える人を支える募金」が必要です。
この災害ボランティア・NPO活動サポート募金に、ご協力をお
願いいたします。

○募集期間　平成25年3月31日まで

○募 金 額　3,215,065,053円
�������（中央共同募金会集計　平成24年3月29日現在）

○募集期間　平成24年 9 月30日まで

○募 金 額 312,592,031,015円
39,284,403,002円

岐阜市社会福祉協議会では、ボラサポの助
成を受けて、平成23年7月　岩手県大槌町で
の災害ボランティア活動を実施しました。�

▲

平成23年度
共同募金運動に
ご協力いただき

ありがとうございました

平成23年度

日赤社資
岐阜市地区総額

63,984,879円 55,119,701円
　みなさまからお寄せいただいた募金は、岐阜県

共同募金会を通じて平成24年度に保育園や障害者

施設などで行われる福祉施設の整備や、社会福祉

協議会が実施する地域での福祉

活動、ボランティア活動などの

事業に使われます。

　みなさまのあたたかいご支援に支えら
れ、赤十字活動を展開することができま
した。心から感謝いたします。
　みなさまからお寄せいただきました社資は、日本

赤十字社岐阜県支部を通じて、国際活動や災害救護

活動等の充実に役立てられます。

受付期間が
再延長されました！！

（日本赤十字社集計　3月28日現在）

（中央共同募金会集計　3月29日現在）

募
金
額

2012 No.135 5



柳
津
小
学
校

長
良
医
療
セ
ン
タ
ー

鍵屋
バス停

柳ヶ瀬

徹明町通り

若宮町通り

徹明町バス停

千手堂

都
通
り

福
祉
セ
ン
タ
ー

保
健
所
前
バ
ス
停

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

桜ケ丘公園岐阜市
保健所

岐
阜
西
通
り

入口

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

社協事務局（本所）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

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）
　　「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

岐阜市社会福祉協議会は地域福祉活動の充実を推進しています！！
　岐阜市社会福祉協議会は市内 に4つの拠点を設置し、地域の特
性に合わせた事業を展開していま す。ぜひご活用ください。

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

岐阜市ボランティアセンター

車いすの貸し出しを行っています。各センターの主な業務

岐阜地区福祉サービス
利用支援センター

　ボランティアセンターは、ボランティア活動を行
なう人・必要としている人の応援団です。地域でボ
ランティア活動が主体的にいきいきと進められるよ
う様々な事業を実施しています。
主な業務
●ボランティア活動に関する相談
●ボランティア入門講座や各種講座の開催
●ボランティア情報の提供
　ボランティア情報紙「にじ」の発行
●福祉教育の推進（出前講座の開催）
●ボランティア活動保険の窓口

　岐阜地区福祉サービス利用支援センターでは、日
常生活自立支援事業を実施しています。
　高齢者や障がい者の中には、判断能力が不十分
なため「福祉サービスを利用したいけれど、手続き
の仕方がわからない」「大切な書類の保管場所を忘
れてしまう」ことが考えられます。こうした方々が、
住みなれた地域の中で安心して暮らせるよう、支援
します。
●利用できるサービス
　福祉サービス利用援助
　日常的金銭管理サービス
　書類等預かりサービス

○福祉事業に関すること
○訪問介護事業に関すること　※1

○要介護認定訪問調査に関すること

○訪問入浴介護事業に関すること　※2

○居宅介護支援事業に関すること
※1 　訪問介護事業は中央・北部センターにご連絡ください。　
※2　訪問入浴介護事業は中央センターにご連絡ください。　

●ご利用できる方
◦ ケガなどをして、車いすが急に必

要になった方
◦ 病院への通院や外出のために必要

となった方
◦ 現在、車いすを注文しているが、

届くまで数日間かかるため、その
間貸して欲しいという方など

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

岐阜市内在住の方に1ケ月間を限度に無料で車いすを貸し出しております。

各センターでは福祉事業
に関する相談を行っていま
す。また、社協事務局には
ボランティアセンターもご
ざいます！

最近、母親が足腰が弱くって、
気弱になっているの…。

私、ボランティア活動を始めたいと
思っているんだけど…、一歩が踏
み出せなくて…。

それなら…、
社協へ相談して
みれば？

え！？
社協？

▲福祉体験サポーター
　の活動
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まずは「知る」ことから！
地図を使った手法を地域の
みんなで学びました！！

・自治会や班の境界は？
・�自治会長さんや民生委員
さんの家は？
・�広い空き地があるよ！
　�いざという時の集合場所
にならない？

柿ヶ瀬地区の自治会長、福
祉委員、社協委員、アドバ
イザーが参加！

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） 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から「支え合いの活動づくり支援事業」の助成を受け、岐阜市と協働で、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。
　平成23年度は、木田地区、三輪南地区の 2 地区が指定を受け、社協支部を中心に各種事業に取り組みました。
　今号では、社協木田支部の取り組みを紹介します！

　木田地域は、 3 つの地区に分かれています。そのうちの1地区「柿ヶ瀬地区」を地域内のモデル地区にして、支え合いマッ
プづくりなどの取り組みを進めました。

木田支部　春日孝之 支部長

Vol.4 木田支部　お手々つないで 木田の輪

　地域で、ふれあい・いきいきサロンなどの社協支部活動
を進めていく中で、地域の協力者の存在は、必要不可欠です。
木田地区には、10の自治会があり、それぞれの自治会から福
祉委員 1 人、社協委員 1 人を選出してもらって、その課題を
解消しています！各自治会、 2 人同時に変わらないことが地
域のルール！平成23年度からは、それぞれの任期を終えられ
た方を「アドバイザー」に位
置づけ、引き続き地域の活動
に関わってもらっています。

　木田支部では、「ふれあい・いきいきサロン」をはじめ、「土
曜子どもサロン」「支え合いマップづくり」「お助けカード」等
の活動をとおして、地域の「絆」を深め、地域の実情を踏
まえた「一声掛けあえる体制づくり」を目指していきたいと
思っています。
　東日本大震災から1年が過ぎました。その経験を活かし、
木田地域でも、日常の緊急時に対応できるように、近所同士、
支え合い・助け合いの意識を高め、社協委員、福祉委員、ア
ドバイザーと地域の皆さんが協力して、地域の福祉を充実し
ていけることを願っています。「明るく 安心して暮らせる 住
みよいまち」を目標に、これからも地域の皆さんと「お手々
つないで 木田の輪」を実践できるように努めていきます。

　木田小学校の子どもたちが、ふれあい・いきいきサロン
に参加したことをきっかけ
に、子どもと高齢者が一緒に
楽しむサロンが立ち上がりま
した！
　柿ヶ瀬公民館で毎月 1 回土
曜サロンを開催しています！

　モデル地区の柿ヶ瀬地区で、支え合いマップづくりを始めて
います。地図を囲んで支え合いの地域づくりを語り合います！
【マップづくりの道のり】
4 月　 社協木田支部役員を対象に、支え合いマップづくり研

修会を開催♪

　いざという時の個人情報を自分で管理してもらう取り組み
「お助けマーク活動」を実施しています。これは、牛乳瓶
の中に医療情報等を記入した用紙を入れて冷蔵庫に保管し
ておくというものです。サロンなどでも啓発し、地域で「お
助けマーク活動やってるよ！」
という情報を共有しています。
※ お助けマーク活動は社協だよ

り№130でも紹介しています。

地域活動の協力者を増やしていこう♪

地域に世代間交流の場をつくっていこう♪

支え合いマップづくりを始めよう♪

個人情報は地域で呼びかけ自分で管理！

取組①

取組③

取組②

取組④

福祉委員も社協委員も普段
からの何気ない見守り活動
やふれあいサロンの担い手
として活動しています。

牛乳瓶のやり取り
から、いろんな「絆」
が生まれてきます！

10月　 柿ヶ瀬地区の地図を使って、支え合いマップづくりを
開始！支え合い活動の支援者を探していく手段として
活用していきます。

6 月　 柿ヶ瀬地区でも、支え合いマップづくり研修会を開催♪
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＊＊岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ＊＊

　ボランティア活動保険は活動場所への行き帰りを含
め、活動中におこったボランティア自身のケガや、他人
の身体・財物に損害を与えた時に補償される保険です。

ボランティア活動保険の掛金（年額）
基本タイプ Ａプラン…２８０円

Ｂプラン…４２０円
天災タイプ 天災Ａ…４９０円

天災Ｂ…７２０円

※�被災地でボランティア活動を行う場合は事前にボランティア保険（天
災タイプ）の加入手続きをして下さい。

●保険金をお支払いする主な例
　①傷害事故
　ボランティア活動中の急激・偶然・外来の事故により
ケガをした場合に保険金をお支払いします。
◦清掃ボランティア活動中、転んでケガをした。
◦ボランティア活動に向かう途中、交通事故にあった。

不動産担保型生活資金とは
　現在、お住まいの自己所有の不動産（土地・建物）に、将来にわたって住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、
その不動産を担保として生活資金を貸付けて、世帯の自立を支援する制度です。

貸付対象は
次の 1 ・ 2 のいずれにも該当する世帯です。
1 　対象世帯
　◦ 借入申込者が単独で所有している不動産に居住している世帯
　◦ 世帯の構成員全員が原則として65歳以上であり、配偶者と親（配偶者の親を含む）以外の同居人がいない世帯
　◦ 世帯の収入が市町村民税非課税又は均等割課税程度の低所得世帯
2 　対象不動産
　◦ 当該不動産に賃借権等の利用権や抵当権等の担保権の設定がされていないこと。
　◦ 土地の評価額が原則として1,000万円以上であること（ただし、借入申込世帯の状況をふまえ、貸付適当と判断

される場合は、800万円以上でも可能）

貸付内容は
◇貸 付 限 度 額　　担保となる「土地」評価額の概ね 7 割とします。
◇貸 付 月 額　　30万円以内（原則として 3 カ月ごとにまとめて交付）
　　　　　　　　　※臨時の出費（医療費・家屋修繕費等）がある場合、臨時増額申請が可能
◇貸 付 期 間　　 借受人（連帯借受人がいる場合は借受人及び連帯借受人）が亡くなるまでの期間又は貸付元

利金が貸付限度額に達するまでの期間
　　　　　　　　　※ 貸付元利金が貸付限度額に達した場合は、生活資金の貸付けは停止されますが、亡くなる

まで居住することができます。その後は、収入額によっては生活保護の適用を受けて生活
を続けることもできます。

◇貸付金の利率　　 年 3 ％又は、毎年度ごとの 4 月 1 日時点の長期プライムレートのいずれか低い方を基準とし
て定めます。

借入に必要な担保措置は
　◇本制度の利用について推定相続人全員の同意が必要となります。
　◇推定相続人の中から連帯保証人 1 名が必要です。

相談、お問合せ先　TEL�255-5511　福祉サービス利用支援グループ

　②賠償
　ボランティア活動中の偶然な事故により他人にケガを
させたり、他人の物を壊したことにより法律上の損害賠
償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
◦ 家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って花びんを

落とした。
◦ 自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って他人

にケガをさせた。

社協の情報ひろば
平成24年度「ボランティア活動保険」の加入手続を受け付けています。

生活福祉資金 不動産担保型生活資金 のご案内

　その他、ボランティアグループなどが主催者となる
行事開催中に参加者がケガをしたり、主催者が賠償責
任を負った場合に補償する行事用保険もあります。
　ボランティア活動保険の加入・申請方法などの詳細
につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問合せ先　TEL�255-5511　地域福祉推進グループ
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＊＊岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ＊＊

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。

相談電話のご案内

心配ごと相談のご案内

◎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

◦�勤務日は、月〜金曜日のう
ちで相談に応じます。
◦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

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

相談電話のご案内

社協の情報ひろば

相談時間／毎週水曜日（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。

　心配ごと相談は 4 月から水曜日
に変更になりました。来所される
際に、お間違えのないようにお気
をつけください。

家庭でのお困りごとや心配ごとなどに、民生委員・児童委員等が相談にのっています。

例えば…こんなとき
●�困っているがどこへ相談に行けばいい
かわからない

●�誰かに相談したいが家族や友人にも話
せない

家族のことで
相談したい
と思うんです
けど…。

2012�No.13510



5月16日㈬ ストレッチング、体力測定
5月23日㈬ 運動と体力
5月30日㈬ ストレッチング
6月6日㈬ 有酸素運動
6月20日㈬ ウォーキング
6月27日㈬ 筋力トレーニング
7月4日㈬ トレーニングの基礎原則
7月11日㈬ ストレッチング、体力測定

6月21日㈭ 手と手で触れあう認知症ケア
7月19日㈭ 起きるケアで寝たきり予防

6月1日㈮ 自然の香りで心と体の癒やし
　　「アロマテラピー」

① 5月25日㈮ ② 6月29日㈮ ③ 7月6日㈮
④ 8月10日㈮ ⑤ 9月14日㈮ ⑥10月26日㈮
⑦11月16日㈮ ⑧12月21日㈮ ⑨ 1月25日㈮
⑩ 2月22日㈮

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

� ①〜⑤の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。運動教室はできるだけ全回出席できる方）
●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。
●お申し込み先　岐阜市社会福祉協議会　中央センター　TEL255-5010　FAX255-5011

①運動指導教室　全8回コース
◦時　間　午後 1 時30分〜 3 時
◦日程・内容

④家族介護教室
◦時　間　午後 1 時30分〜 3 時
◦日程・内容

⑤介護予防教室
◦時　間　午後 1 時30分〜 3 時
◦日程・内容

②頭すっきり忘れん脳教室
◦時　間　午前10時〜11時30分
◦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）

◦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）
　　　　　各回内容は違います。

③園芸健康法教室
　〜五感を刺激し、 心に癒やしを〜
●時　間　午前10時〜11時30分
※実費負担（材料費）500円いただきます。
※ 毎回多数の申し込みがあるため、申し込みは 1 回のみと

なります。

5月21日㈪ 花とハーブを楽しむ寄せ植え
6月25日㈪ 初夏のさわやかな色の寄せ植え
7月9日㈪ 日陰で楽しむ寄せ植え

●場　所　岐阜市社会福祉協議会（都通2-2）
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サロンを始めて1年がたちました。ラダーゲッターゲームで高得点を！笑
いがあふれて、楽しく過ごすことができました。

南山公民館では、腕のみ動かすオリジナル体操で首も肩もスッキリ！キーボード
の演奏で、思いっきり楽しく歌ったり、手指を動かして脳もイキイキできました。

折り紙でミニツリーを作りました。頑張って、お孫さんの人数分作られた
方もみえましたよ♪

中西郷ふれあいいきいきサロンでは、腹話術による振り込み詐欺防止の啓発と消費生活
センターからのクーリングオフの話を聞きました。その後、カラーリングを全員で楽しみました。

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 1回

南山公民館

毎月第 1水曜日

北一色公民館

芥見南支部　ふれあいいきいきサロン

長森西支部　北一色サロン

西郷支部　中西郷ふれあいいきいきサロン

茜部支部　ふれあいいきいきサロン

年3回

西郷公民館

月 1回第 2火曜日

茜部公民館

　芥見南支部では、3会場で毎月サロンが開催されています。
オリジナル体操や指体操、歌、小物作り、健康講話、時事問題を
織り交ぜた話などで、参加者が楽しみに待っているサロンです。

　雨や寒さにも負けず、自転車や電動カーで集まります。
できるだけ簡単で楽しめる内容を考えて開催しています。
顔なじみが多いですが、仲間が増えることが目標です。

　西郷支部では、西郷公民館以外でも、地域の様々な場所で地区
ごとにサロンが開催されています。サロンの内容も、健康の話や
季節の行事、室内ゲーム、歌などを取り入れて工夫しています。

　茜部支部には、5つのサロンがあります。それぞれのサ
ロンで、健康や子育ての話を聞いたり、歌やゲーム、軽
体操などを取り入れて、内容を工夫して企画しています。

災害にも強い「地
域の福祉力」を高めていきます！
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