
青少年ボランティアスクールの様子（P.7掲載）

ボランティア塾の様子（P.7掲載）

講座を受けたあと皆で”レインボーかるた”を作り
ました。ことはじめ講座（P.6掲載）で一緒に学び
ましょう！
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岐阜市民福祉大会のお知らせ
　来る平成24年10月17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。

はじめよう！
ボランティア活動



「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23年度事業報告

●第 2 次地域福祉活動計画の推進
　�　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、「福祉委員の設置・活動の検討」「牛乳

ビン等を利用した個人情報の自己管理の推進」「支え合いマップづくりによる地域の話し合いの場づくり」を重点

事業として、地域福祉活動を推進しました。

●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る要支援者の自立支援と権利擁護を推進するとともに、日常生活

自立支援事業の専門員、相談窓口の担当職員の増員による機能強化も図りました。

●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、独立採算の経営理念のもと、効率的かつ効果的で適切な事業運営に努めるとと

もに、利用者本位の質の高い信頼される福祉サービスを提供するために、増員による体制強化も図りました。ま

た、制度の谷間などにある福祉ニーズに対して、独自事業である制度外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／監事／評議員会の開催

●社協会費の募集

●各種部会の開催

●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（28回）
●要介護認定訪問調査事業（調査件数　5,995件）
●訪問介護事業等制度外サービスの実施

（利用者数　110名）
●訪問介護員養成研修 2級課程事業（32名参加）
【地域生活支援事業】
●訪問入浴サービス事業（利用者数　199名）
●移動支援事業（利用者数　286名）
　ガイドヘルパーの派遣
【介護保険事業】
●訪問入浴介護事業（利用者数　311名）
●訪問介護事業（利用者数　3,792名）
　ホームヘルパーの派遣
●居宅介護支援事業（利用者数　6,529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　653件）
【障害者自立支援事業】
●居宅介護事業　（利用者数　1,333名）
　ホームヘルパーの派遣
●同行援護事業（利用者数　77名）
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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

●心配ごと相談（相談　97件）
●認知症相談（相談　14件）
●ひとり暮らし高齢者愛の電話訪問事業

（電話訪問回数　5,485回）
●相談セミナーの開催（161名参加）
●生活つなぎ資金貸付事業（貸付　298件）
●生活福祉資金貸付事業（貸付　108件）
●臨時特例つなぎ資金貸付事業（貸付　 1件）

●金婚祝いの贈呈（1,123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（26支部）

　・高齢者介護予防教室事業（25支部）

　・ふれあいメール事業（20支部）

　・支部広報紙発行事業（21支部）

　・子育て支援サロン事業（28支部）

　・支部特色化事業（26支部）

　・福祉委員研修（活動検討）事業（ 5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

●ふれあい・いきいきサロン活動支援者研修会

（174名参加）

●支え合いの活動づくり支援事業（ 2支部）

●地域福祉推進研修会（ 5会場769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（12名参加）
●ボランティアステップアップ講座（87名参加）
●小・中・高校生向講座の開催（31名参加）
●市内学校等への福祉学習支援（56件）
●ボランティア相談（297件）
●岐阜市ボランティアセンター運営委員会の開催
●岐阜市ボランティア連絡協議会への支援
●ボランティア活動保険（18,706名加入）

●介護相談員派遣事業（26施設　延579回派遣）
●日常生活自立支援事業（契約　170件）
●法人後見事業（ 5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　3,208件）
　・権利擁護業務実施（相談　61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　3,906件）

●地域福祉推進フォーラムの開催（220名参加）

●生活・介護支援サポーター養成事業（88名参加）

●介護予防・家族介護教室事業（7,721名参加）

●社会福祉施設の地域交流事業実施（12施設）

●ひとり親家庭等中学卒業生激励事業（136人）

●共同募金運動、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】
●福祉委員制度設置事業（モデル支部 4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13支部）

●福祉マップづくり推進事業（モデル支部13支部）

●「第 2次地域福祉活動計画」関連会議の実施

●勤労者地域デビュー作戦事業

　・ボランティアグループ「で愛ふれ愛街の幸せ隊」

　　（活動者数44名　総活動回数173回）

　・「出会いと学びの講座」の開催（19名参加）
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当期末支払資金残高
30.4%

社会福祉
推進基金
0.6%

ボランティア
基金0.7%

福祉サービス
利用援助事業
2.0%

介護相談員
派遣事業0.7%

介護予防事業・家族介護教室事業1.8%
移動支援事業1.3%
障害福祉サービス事業7.2%

老人居宅介護等事業18.1%

ふれあいのまちづくり
事業6.8%

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6.0%

法人運営事業24.1%

前期末支払資金残高29.5%

その他の収入
1.6%

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1.4%

雑収入0.4%

補助事業等
収入2.7%

自立支援費等収入6.3%
介護保険収入
17.0%

負担金収入
4.8%

共同募金
配分金収入
5.9%

貸付事業等
収入0.7%

事業収入
0.3%

受託金収入
5.1%

助成金収入
0.1%

経常経費
　補助金収入
   16.2%

寄附金収入0.6%

会費収入4.3%

総額
686,406,859円

総額
686,406,859円

当期末支払
資金残高
31.2%

要介護認定調査事務事業7.3%
地域包括支援センター中央北事業10.3%

居宅介護
支援事業
32.8%

訪問入浴
サービス事業
12.1%

福祉の店運営事業1.7%

市民福祉活動センター管理事業4.6%

前期末支払資金残高
30.8%

経理区分間
繰入金収入
0.4%

受取利息配当金収入0.2%

補助事業等収入5.5% 介護保険収入41.0%

負担金収入0.5%

受託金収入21.6%

総額
337,336,768円

総額
337,336,768円

♥♥ ♥♥ ♥

平成23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、みなさま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 8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
　・匿名� 500,000円 
　・匿名� 5,000円 
●福祉ボランティアへ
　・西村馨� 2,640円 
　・日本郵趣協会岐阜支部
� 2,000円 

市社協が
行う地域福祉事業へ
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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23年度
総額 29,824,095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親子の交流の場として
　▪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）事業
◦福祉マップ等の推進事業
◦その他、社協支部が独自に行っている
　地域福祉事業　など

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23年度　岐阜市社会福祉協議会が行った事
業は広報P 2・ 3に掲載しております。

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

▲支え合いマップづくりの様子
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日　時 内　容

1
7 月25日㈬

13：30〜15：30

●オリエンテーション
●「先輩ボランティアから」
　　　　　　　講師　平成23年度講座修了生　藤澤　美幸　氏
　　　　　　　協力　ボランティアグループレインボー
●「まずは仲間とこんにちは！」
　　　　　　　講師　特定非営利活動法人
　　　　　　　岐阜県レクリエーション協会　副会長　渡邉　丈展　氏

2
7月30日㈪

13：30〜15：30
●「ボランティア活動ってなんだろう…？」　〜あなたの毎日がみるみるかわる〜
　講師　中部学院大学短期大学部　准教授　大井　智香子　氏

3
8月 2日㈭

10：00〜15：00

●「わたしの活動紹介」
　　　　　　　講師　視覚障害者のガイドを通じて　中島　吾郎　氏
　　　　　　　講師　在宅の高齢者の傾聴活動　　　川村　純子　氏
　　　　　　　講師　ドリ〜ム落語の会の活動　　　幸福亭ころん　氏
●体験学習（その 1）「さまざまな人の立場になって学んでみよう！」
　　　　　　　協力　福祉体験サポーター会

4
8 月 9 日㈭

10：00〜15：00

●「コミュニケーションのとり方」
　　　　　　　講師　特定非営利活動法人
　　　　　　　岐阜いのちの電話協会　副理事長　子安　崇雄　氏
●体験学習（その 2）「さまざまな人の立場になって学んでみよう！」
　　　　　　　協力　介護老人保健施設�ケアコートみやこ

5 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

6
8 月30日㈭

10：30〜13：00
●活動報告会とまとめ

参加費無料
定員20名！

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年齢をお伝えください。
　電　話　255－5511
　ＦＡＸ　255－5512

申込締切 7 月20日（金）

知ろう！ 学ぼう！ ボランティア

ボランティアことはじめ講座
「ボランティアをやってみたい」
「どんな活動があるのかな？」
「自分にあったボランティア活動は？」
「自分の特技をいかせるかなぁ」
ボランティアをやってみたいけど…。
はじめの一歩を踏み出せずにいる皆さんのための
とっておきの講座です！

〜あなたを
応援します〜

おまちしています！！

ボランティア活動のポイントを
まとめた＂レインボーかるた＂と
りを予定しています。
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1日目は親子で
参加して頂けます。

夏休みボランティア講座

◎対象者／小学 4年生〜 6年生　
◎参加費／無料
◎日　程／
　 7月29日㈰　 9：30〜11：30　親子で車いす・
　　　　　　　　　　　　　　　高齢者疑似体験をしよう！
　 8月 4日㈯　13：30〜15：30　市橋デイサービスセンターで夏祭り！
　 8月18日㈯　 9：30〜11：30　体験の記録をまとめよう！
◎会　場／岐阜市民福祉活動センター、市橋デイサービスセンター
◎定　員／20名
☆最後に認定証をお渡しします。☆締め切り… 7月24日㈫
☆ 3回参加できる方希望ですが、1回のみでも参加可能です。

◎対象者／中学 1年生〜高校 3年生
◎参加費／無料（昼食は各自持参）
◎日　程／
　 7月31日㈫　10：00〜15：00　福祉講話、車いす体験
　 8月10日㈮　10：00〜15：00　アイマスク体験、事前学習
　 8月22日㈬　 8：30〜16：00　障がい児サマーキャンプに参加
　 8月28日㈫　10：00〜12：00　まとめ・閉講式
◎会　場／岐阜市民福祉活動センター、岐阜大学
◎定　員／20名
☆最後に受講証明書をお渡しします。☆締め切り… 7月24日㈫
☆ 4回参加できる方希望ですが、1回のみでも参加可能です。

ボランティア塾

青少年
ボランティア
スクール

上記申込先　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
　　　　　　①名前　②住所　③電話番号　④学校名　⑤学年　をお伝え下さい。

夏祭りに参加

サマーキャンプの様子
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福祉体験サポーター養成講座

◎対象者／岐阜市在住の18歳以上の方（講座終了後、平日昼間に活動可能な方）
◎参加費／無料
◎日　程／
　 9月24日㈪　13：30〜15：30　講義（福祉教育について）
　 9月27日㈭　13：30〜15：30　体験（福祉用具）
　10月中　　　小中高等学校　現場実習　会場＝市内の学校
　10月29日㈪　13：30〜15：30　まとめ
◎会　場／岐阜市民福祉活動センター
◎定　員／20名
☆締め切り… 9月14日㈮

車いす体験の様子

高齢者疑似体験の様子

　現在、小・中・高等学校では総合的な学習の時間の一環とし
て、生徒自らが高齢者擬似体験や車いす体験等をすることによ
り、他人を思いやる心や社会生活を営む上で必要な規範やルー
ルを学んでいます。福祉教育が推進されているうえで、社会福
祉協議会への体験・学習の講座の要望が増加しています。
　より安全に充実した福祉体験を実施できるよう、適切な指導
や助言をしていただくサポーターを養成し、講座終了後には市
内の学校においてボランティアとして活動していただくことを目
的に行います。

申込先　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

車いすの貸し出しを行っています。

　岐阜市内在住の方に1ヶ月間を限度に無料で車いすの貸し出し
をしています。
◎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。
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座ってできる、軽い体操を伝授！！

岐阜市民福祉大会で活躍！！

▲「新聞Tシャツ」を作ってジャンケンゲーム！！

ふれあい・いきいきサロン活動支援者研修会
　本会では、50の社協支部を中心に「歩いて」「気軽に集まれる」公民館など「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いたします。

◦日　時／平成24年 8 月 3 日㈮、8月 7日㈫
　　　　　午後 1時30分〜午後 4時
◦場　所／長良川国際会議場
◦内　容／▪実践発表　社協芥見南支部「私たちのサロン活動」
　　　　　▪サロン活動に活かせるレクリエーション　岐阜県レクリエーション協会
　　　　　※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
◦申込先／�地域福祉推進グループ　TEL255-5511またはFAX255-5512にて、①氏名、②住所、③電話番号をお伝えください。

・�サロンに関わるようになってから、色々なことに関心
をもつようになりました。これからのサロンに活かし
ていきます。
・�サロンの方法に工夫が必要だと感じました。
　…など

【アンケート結果より】

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知っていただくために団体の活動を
ご紹介しています。

共同募金配分団体　岐阜県要約筆記サークル　かがり火（昭和61年 8 月設立）
共同募金配分事業　要約筆記活動に係るパソコン・プロジェクター等購入事業

　聴覚障がい者への聞こえの保障として要約筆記活動を行っています。
　また、地域社会において聴覚障がい者の社会参加、社会復帰、福祉の充実
のために要約筆記奉仕員の養成や派遣、啓発活動を行っています。
　そのために、本サークル会員の技術向上と要約筆記活動の幅を広げるため
に、パソコン、プロジェクター、OHCの購入のため共同募金の配分を受けま
した。（下記、写真参考）
　配分を受けたことにより、より多くの会員が実習に携わることが可能となり、
情報保障の場に、効率的に参加できるようになりました。

要約筆記とは…
　発言者の話を聞き、要約して文字で表す
ことで、聞こえない人にその場の話の内容
を伝える通訳のことです。
　音声言語を文字言語に変換する作業によ
り、聴覚障がい者はその場のコミュニケー
ションが可能になります。文字を介すること
で、相手と話のやり取りをすることができ
るのです（全国要約筆記問題研究会H.Pより）
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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。
◎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

社協の情報ひろば

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

岐阜市社会福祉協議会事務所のご案内

☎
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。

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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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

 ①〜④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で
きる方）※各教室とも定員を超えた場合は抽選の上決定します。
◦申込方法
　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。
◦申込先　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
◦場　所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）
◦定　員　30人

③食を考えよう ○得 教室全3回コース（栄養改善教室）
◦時　間　午後 1時30分〜 3時
◦場　所　西秋沢公民館（西秋沢2-172）、岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）、茜部公民館（茜部新所4-126-2）

日　　　程
内　　容○得教室

（西秋沢公民館）
○得教室

（岐阜市民福祉活動センター）
○得教室

（茜部公民館）
第1回 7月9日㈪ 8月21日㈫ 8月24日㈮ 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23日㈪ 8月27日㈪ 8月31日㈮ ②健康度を知り食事の見直しを〜健康長寿の食生活のポイント〜
第3回 7月30日㈪ 9月4日㈫ 9月7日㈮ ③元気・いきいき食事計画〜バランスのとれた献立を立てよう〜

②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
◦場　所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）
◦定　員　30人
※実費負担（材料費）500円いただきます。

日　程 内　　容
8月6日㈪ 室内で楽しむ観葉植物の寄せ植え
9月10日㈪ 葉の色を楽しむ寄せ植え

日　程 内　　容
8月29日㈬ ストレッチング・体力測定
9月5日㈬ 運動と体力
9月12日㈬ ストレッチング
9月19日㈬ 有酸素運動
9月26日㈬ ウオーキング
10月3日㈬ 筋力トレーニング
10月10日㈬ トレーニングの基礎原則
10月17日㈬ ストレッチング・体力測定

④介護予防教室
◦定　員　20人
日　程 内　　容 場所（地区） 時　間
7月23日㈪ 福祉レクリエーションで楽しく健康体操 サンライフ彦坂（方県） 午後 1時30分〜 3時
7月23日㈪ 椅子に座ったまま健康体操 シャロームみわ（三輪北） 午後 2時〜 3時30分
7月24日㈫ なつかしいメロディで脳いきいき さくら苑（網代） 午後 1時30分〜 3時
7月24日㈫ 心も体もらくらく体操 ウエルビュー明郷（本郷） 午後 1時30分〜 3時
7月30日㈪ 福祉レクリエーションで楽しく健康体操 大洞岐協苑（芥見東） 午後 1時30分〜 3時
7月31日㈫ 椅子に座ったまま健康体操 やすらぎの里川部苑（七郷） 午前10時〜11時30分
8月6日㈪ 福祉レクリエーションで楽しく健康体操 ささゆり（芥見東） 午後 1時30分〜 3時
8月20日㈪ 心も体もらくらく体操 シャロームみわ（三輪北） 午後 2時〜 3時30分
8月31日㈮ 心も体もらくらく体操 やすらぎの里川部苑（七郷） 午後 1時30分〜 3時
9月3日㈪ 心も体もらくらく体操 ロイヤルコート寺田（合渡） 午後 1時30分〜 3時
9月20日㈭ 手と手・心と心がふれあい　健康な日 を々 ラ・ポーレぎふ（鏡島） 午後 1時30分〜 3時
9月25日㈫ 唄って・聴いて・楽器をならして心も体も健康 さくら苑（網代） 午後 1時30分〜 3時
9月26日㈬ ハーモニカ演奏で楽しむ懐かしの歌 サンライフ彦坂（方県） 午後 1時30分〜 3時
9月27日㈭ 生きるのが楽しくなる音楽会 大洞岐協苑（芥見東） 午後 1時30分〜 3時
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　80人近い参加者があり、オカリナ演奏に合わせて歌ったり、手遊び、
ボール回し、新聞ジャンケンゲームなどいろんな人達と関わることがで
き、楽しいサロンとなりました。

　「いくよー」の合図で、色とりどりの棒が「ポーン」と、次から次へとはじけていく
と、皆から「わぁ〜」という喜びの歓声があがり、会場内は大変もりあがりました。

　はじめての「シャッフル＆ゴルフ」。ボードやグリーンの中に打って点数を競
いますが、32面体のボールなので思うように転がらず意外性の大きいゲーム
でたくさんの歓声がありました。

　「もえぎっこの歌」の合唱で始まり、育児経験が豊富なボランティア
さんが若いお母さんの悩みに応えています。絵本の読み聞かせや紙芝
居、赤ちゃん体操で親子共々楽しんでいます。

社協支部活動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木曜日

日野公民館

毎月：第 4水曜日

三田洞公民館

日野支部　日野サロン

岩野田支部　三田洞東団地サロン

柳津支部　いきいき子育て「もえぎっこ」

長良支部　長良サロン

偶数月：第 1月曜日 奇数月：第 1金曜日

もえぎの里

毎月：第 2水曜日

長良公民館

　日野支部では、昨年 3月に2ヶ所目のサロンとして立ち上
がりました。健康体操をはじめ、手遊び、ゲーム、創作活動
など、皆の笑い声と笑顔がこぼれる楽しいサロンです。
　この日は、最後のドミノたおしを楽しみに、皆で力を合わ
せながら、緊張感と集中力で、棒を組み合わせていきました。

　岩野田支部では、岩崎公民館と2会場でサロンが開催され
ています。参加人数の増減はみられますが、男女半々の参加
者があり、健康講話とゲームなどの内容で開催しています。
皆が気負わないでマイペースで楽しい時間を過ごしています。

　 0歳児、 1歳児対象の親同士が集まり「子育ての楽し
さ・悩み・不安等について」の情報交換や仲間つくりの
ために、気軽に集うサロンです。

　長良支部念願のふれあい・いきいきサロンがついに立
ち上がりました。「わくわく、どきどき」で皆が主役にな
り楽しく過ごせることが目標です。
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