
　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）
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場　所

平成24年10月17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）
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三遊亭 好楽さん
「人生、好んで楽しもう！」

記念講演



太郎丸地区
13自治会

福富団地
7自治会

石原地区
10自治会

福富地区
10自治会

春近地区
20自治会

日　時

場　所

平成２４年１０月１７日㈬
（午後１時３０分〜）

落　語　家 三 遊 亭 好 楽 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、好んで楽しもう！」

テーマは「連携・機会・知る」 民生委員・福祉委員合同研修会

5月には、堀田支部長から福祉
委員の皆さんに委嘱状を交付。
28人の仲間とともに活動して
います！

福祉研修会福富団地住宅防災福祉会議

岐第34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「笑点」でおなじみの三遊亭好楽さんにご講演いた
だきます。
　ぜひご来場ください。

プロフィール  

　1946年東京都生まれ。1966年、正蔵師自宅へ通うこと四日にして、ようやく弟子入
りを許される。前座名は「林家九蔵」で、81年真打ちに昇進。同時期、日本テレビの
人気番組「笑点」の大喜利メンバーに選ばれる。師正蔵の死去により、三遊亭円楽
一門に移籍し、三遊亭好楽に改名。心機一転、出直しをはかるため「笑点」を降板し、
独演会や一門会で古典落語をみっちり修行。以後 3年間で約60席のネタをおろすな
ど、芸に磨きをかけて、88年より「笑点」に復帰し、現在もレギュラーとして活躍中。
得意ネタは「抜け雀」「子別れ」「兵庫船」「錦の袈裟」「蛇含草」などの他、「胆つぶし」
といったような珍しい噺にも積極的にチャレンジし、落語ファンを喜ばす。高座の他、
TVやCMでも活躍しているが、講演会にも力を入れ、高校生対象の講演活動で全国
を回る。また、ガン予防をテーマにした落語を発表したりNTT「てれほん落語」で
時事小噺を行ったりと、情熱的に活動している。

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。
　また、快気祝いや香典返しにかえて、ご寄附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）
　 6月 9日から 8月21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 31,153円

●福祉ボランティア基金へ
　・匿名 10,000円
　・日本郵趣協会 岐阜支部 1,400円
　・西村馨 1,200円

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。今号
では、社協三輪南支部の取り組みを紹介します！

VOL.5
三輪南支部　みんなでつくりだす支援活動
�
　三輪南支部では、地域に様々な場を設けて活動を進めています。指定を受けた昨年度は「太郎丸地
区」、2年目の今年度は「福富団地住宅地区」を地域内モデル地区にして取り組んでいます。

三輪南支部　堀田　秀典　支部長
　当支部では、平成23年から5か年計画で地域の支え合い・助け
合いの仕組みづくりに取り組んでおります。1年目の昨年は、太郎
丸地区をモデル地区とし、自治会長、民生委員、福祉委員及び生
活・介護支援サポーター研修修了者の協力を得て、①福祉マップ
づくり、②ふれあい・いきいきサロンの増設、③お助けマーク活
動等を進めてきました。2年目となる今年度は、福富団地住宅地区
で、自治会長、班長をはじめ、女性防火、消水防団、PTAその他
各種団体役員の参加を求め、上記の活動に加えて、地域の防災体
制づくりに重点を置いた取り組みを進めているところです。
　今後も福祉リレーをつなぎ、それぞれの地域で、「みんなでつく
りだす支援活動」を進めていきます。

地域には人材がたくさん！
福祉委員活動について検討してきました！

マップづくりで地域の雰囲気づくり！

地域にはサロンもたくさん！
サロン代表者意見交流会も開催しています！

5年間の福祉リレー
「太郎丸地区」から
「福富団地」へ！

福祉委員のイメージは？
・�世話好きで地域活動に参加
できる方

・�地域の実情をよく理解して
いる方

福祉委員の活動は？
・�社協支部活動（ふれあいサロ
ンや子育てサロン）に参加
・小地域での見守り活動
・福祉マップづくりへの参加

マップづくりには、地域の
問題を「特定の人」だけ
で考えるのではなく「地
域のみんな」で考えてい
ける雰囲気づくりのヒント
が詰まっています！

サロンでしゃべるこ
とが「仲間づくり」
「健康づくり」につ
ながっていきます！

5つに分かれた
地区を順次モデ
ル地区にして、
5年で三輪南を1
周する予定です。

民生委員、自治会長、福祉委員が一緒になって進めています！

三輪南支部には、16のふれあい・いきいきサロンがあります。
毎年、お互いのサロンの情報を持ち寄って、より楽しいサロ
ンづくりを目的としたサロン交流会を
開催しています！
今年は「生き生きサロンふぁいと」、「三
嶽いきいきサロン」の方から、活動
報告をいただき、それぞれのサロンの
「顔」が見える交流会になりました♪

サロンのことは、
「サロンに参加するみんな」で話し
合って決めています。

【生き生きサロンふぁいと】

サロンが地域の意見交流の場！穏
やかな気持ちと広い心でみんなと
共に歩んでいます！

【三嶽いきいきサロン】

※手話通訳・要約筆記あります。
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災害ボランティア養成講座

　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。

10月13日㈯　10：30〜15：00
●「災害時の要援護者支援について」

　NPO法人レスキューストックヤード
常務理事　　浦　野　　　愛　氏

●非常食の紹介と試食
協力：アンシンク株式会社

●「防災クロスロードゲーム」
　～こんなときあなたならどうする？！～
　NPO法人レスキューストックヤード
常務理事　　浦　野　　　愛　氏

10月20日㈯　10：00〜15：00
●「災害ボランティアセンターの

実施訓練」
　NPO法人レスキューストックヤード

理事　　鷲　見　　　修　氏

●「東日本大震災における現在の
　ボランティアの状況」

　NPO法人レスキューストックヤード

代表　　栗　田　暢　之　氏

　NPO法人レスキューストックヤードは名古屋を拠点に
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です。
　現在は、東日本大震災による被災者支援活動を展開中。

▼

代表　栗田暢之氏

場　　所　岐阜市民福祉活動センター2階大会議室（岐阜市都通2－2）
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年齢をお伝えください
申込期限　10月9日（火）

申込先　〒500-8309　岐阜市都通2-2　岐阜市民福祉活動センター内　

　　　　岐阜市社会福祉協議会　TEL�255－5511　　FAX�255－5512

「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～

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）

1 10/27（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.「地域とともに生きて」〜○○甲斐はあなたのそばに〜
　　　　　　講師　社会福祉協議会芥見南支部� 　　主事　斉藤　勝　氏

2 11/3（土）
13：30〜16：00

●講座　1.「3つの宝（言葉・笑顔・心）」
　　　　　　講師　東海学院大学� 　　講師　小嶋　基次　氏
　　　　2.「学んで活かそう！楽しいレクリエーション」
　　　　　　講師　特定非営利活動法人
　　　　　　　　　岐阜県レクリエーション協会� 事業委員　小川勇美子　氏

3 11/10（土）
9：30〜12：00

●講座　1. ｢傾聴とは？　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

4 11/18（日）
13：30〜16：00

●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
●講座　2「私たちにできること」　〜ちょっとした困りごとに応えて〜
　　　　　　講師　ボランティアグループ「で愛ふれ愛街の幸せ隊」
●体験に向けて「ボランティア活動の大切なポイント等」
　　　　　　　　　で愛ふれ愛街の幸せ隊・岐阜市社会福祉協議会

5 11月〜12月

●体験コース（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　平日もしくは土、日、祝祭日
　　○時　間　2時間位
　　○場　所　認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）他
　　○内　容　余暇活動に一緒に参加する
　※「で愛ふれ愛街の幸せ隊」が同行し、応援します

6 1/13（日）
10：30〜13：00

●体験報告会と懇親会

《対　象》　中高年で本講座に関心があり、できるだけ
　　　　　　全て受講できる方
《場　所》　ワークプラザ岐阜　他（岐阜市鶴舞町2-6-7）
《定　員》　20名
《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

　　　　　　　☎255-5511　FAX.255-5512
《申込期限》　10月23日（火）

◆◇◆　「で愛ふれ愛街の幸せ隊」の活動例　◇◆◇

平成24年度

講座を受けた後、グループに入ってこんな活動しています！！

他、日曜大工、健康づくり、野菜づくりなどの活動も…

個人宅で・・・ グループホームで・・・

●雨漏りの修理
●障子はり
●お話相手（傾聴）
●トイレの修理
●庭木の枝切り

●花壇の土づくり
●買い物付き添い
●夏祭りのお手伝い
●畑の草取り
●ナツメロ演奏　等々

継続して災害に関するお話を聞く
機会があるとよいと思いました。

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。

災害時を想定してボランティア
センターの立ち上げの実践等を体験できた
のはとてもよい経験になりました。

〜昨年度アンケート結果より〜
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共同募
金

配分事
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レポー
ト

共同募金会

〜共同募金の1年間〜
共同募金は、事前に地域内の社会福祉施設や社会福祉団体、ボランティア団体等から、活動のための資金ニーズを取り
まとめ、使い途の計画を立ててから募金を行う、計画募金です。

もっと知ってほしい情報がたくさん。

赤い羽根共同募金運動が始まります！！

　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66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6千3百万円、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。

受　配　者

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の発
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法人や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などの事業に活用され
ています。

●社会福祉協議会
●社会福祉施設
●更生保護施設
●保育施設
●小規模授産施設
●NPO法人　等

寄　附　者
●地域住民

●企業

●職場

●学校　等

目標額の設定

配分審査決定

要望受付
（4月〜5月）

配分
（翌年4月以降）

募金募集
（10月〜12月）

募金受入

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

おもな募金活動

共同募金に関する情報は…

ポップコーン
◦作業用大型昇降テーブル購入事業
◦AED設置支援事業

www.akaihane.or.jp

こんな募金方法もあります！！
「自動販売機による募金」
　赤い羽根マークの付いた自動販売機で飲料水を購
入することによって、飲料水
の売り上げの一部が共同募
金に寄附されるというしくみ
です。

「赤い羽根カプセル募金箱」
　赤い羽根カプセル募金
箱は、200円を寄附するこ
とによって、カプセル募金
箱から「赤い羽根キャラク
ターピーンズバッジ」が出
てくる募金箱です。
　秋のイベントに見かけた
ら、ぜひ募金をお願いいた
します。
　地域のイベントにも出張
いたします！

共同募金目標額【岐阜市支会】60,856,900円

ふれあい・いきいきサロン活動支援者研
修会

長森東支部
琴塚ふれあい・いきいいサロン

ボランティアグループ
要約筆記サークル　かがり火

街頭募金ボランティアに参加者募集 ～寄附する人も、募る人もボランティア～
　共同募金会岐阜市支会では、今年も街頭募
金を行います。
　下記のとおり、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、関心のある方はぜひ、ご連絡ください。
　また、グループ・団体、学校、職場などの
参加もお待ちしています。

♥と　き　10月1日（月）、6日（土）、7日（日）、8日（祝）
♥場　所　JR岐阜駅
※�時間などの詳細は、共同募金会岐阜市支会にお問合
せください。
　例年、各種団体やグループでも、共同募金の趣旨に
ご理解をいただき、市内各所で街頭募金に取り組んで
頂いています。

共同募金会岐阜市支会　TEL255-5511／FAX255-5512

岐阜市内には…
　♥岐阜県福祉・農業会館
　♥十六銀行本店内
　♥アクティブG内　など
10箇所に設置されています！！

社会福祉施設地域交流助成事業
大洞岐協苑「納涼祭」にも出張
しています！！

社会福祉法人 清穂会 ひきえ事業所

多機能型事業所

（生活介護事業所・就労継続支援B型事業所）

　ポップコーンは、障がい児（者）
とその家族の生活支援の拠点となる
ことを目的としており、パウンドケー
キ作りや、マグネットなどの自主製
品づくりをしています。
　作業用大型昇降テーブルの購入に

より、作業をする際に、良い姿勢を保持することできる
など、安全にそして安心して作業活動ができるようにな
りました。

10月1日〜12月31日
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●プロフィール 
【現職】　防災システム研究所所長

【略歴】
　学生時代・新潟地震（1964年）で
のボランティア活動を契機に防災ア
ドバイザーを志す。以降、現場主義
（真実と教訓は現場にあり）を掲げ、
災害、事故、事件等150か所以上の
現地調査を行う。阪神・淡路大震災
（1995年）発生時は2時間後に現地
入りし、救助活動、調査活動を行う。
同年、科学技術振興功績者として科
学技術庁長官賞受賞。
　近年も新燃岳噴火災害（2011年）、
NZ地震（2011年）、東日本大震災
（2011年）などの現地調査実施。
現在も執筆、講演活動、防災・危機
管理意識啓発に活躍中。

　昨年3月11日、東北地方で発生した、東日本大震災によって、未曾有の大災害がもたらされてから、1年半が経過
し現在も被災地支援のボランティアとして多くの方が活動をしている一方、被災地域や仮設住宅などでふれあい・い
きいきサロンの立上げなど、地域再生に向けた様々な取り組みが行われています。
　この東日本大震災を通して、それぞれが自分の立場に立って、何が必要か、何が出来るのかを考え、そして復興
の要となっている「地域のつながり」が改めて重要であると認識されました。今回のフォーラムでは、日常生活の
中から地域でのつながりを築き、支え合う地域づくりの推進を目的に開催いたします。

　ひとり暮らしをしている高齢者の方が地域で安心して暮らせるよう
民生委員が交代で電話による健康状態の確認や心配ごとなどをうかがいます。

　認知症や知的障がい、精神障がいのためにご自身の判断能力に不安を抱える方が、住み慣れた地域のなかで安心
して生活できるように、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理をお手伝いする制度です。

●例えばこんな不安・・・

●サービス内容は・・・

●利用料は…
　福祉サービス利用のお手伝い、日常的なお金の出し入れのお手伝い…… 1時間あたり1,000円
　　※非課税世帯は半額
　大切な書類などのお預り…… 1ヶ月あたり500円
○相談や支援計画作成にかかる費用は無料です。
●まずはご相談ください
　本人や家族だけではなく、民生委員、施設などの職員の方からの相談にも対応いたします。

　　　岐阜地区福祉サービス利用支援センター
　　　岐阜市社会福祉協議会　TEL058-252-6661

【利用方法】�希望の曜日を決めていただき、担当地区の民生委員さんに申し込
みをして下さい。

※利用料の請求や商品の販売、無理な勧誘は致しません。
※悪質商法ではありません。日　　 時

場　　 所

内　　 容

参 加 費

定　　 員

お申込み先

申 込 期 限

平成24年11月21日（水）
午後1時00分〜午後3時30分
長良川国際会議場4階　大会議室
（岐阜市長良福光2695-2）
◆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　ほか
◆講演
　「自助、近助、共助でつくる

支え合いの地域づくり」　
　講師　防災・危機管理アドバイザー

　山村 武彦 氏　　　

無　料
250人
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。
平成24年11月5日（月）

地域福祉推進フォーラム2012
〜日常生活から支え合いの地域づくりを〜

ひとり暮らし高齢者 愛の電話訪問

利用できる方：65歳以上でひとり暮らしをしている方
　　　　　　　（昼間の時間帯ひとりになる方も利用できます）
利用できる日：毎週火・金曜日の9時30分から正午
利用料：無料
申し込み先：あなたがお住まいの地域の民生委員にお申し込みください。

お変わりはありませんか？

お困りごとはありませんか？

日常生活自立支援事業
〜安心した生活を目指して〜

福祉サービス利用のお手伝い
・サービスの情報提供
・サービスの契約手続き
・サービス利用料支払い

など　　

大切な書類などのお預り
・�年金証書、保険証書などの
　大切な書類
・預貯金の通帳
・実印、銀行印　　　　など

日常的なお金の出し入れのお手伝い
・生活に必要なお金の出し入れ
・公共料金などの支払い
・年金、福祉手当の受取り

など　　

福祉サービスを利用し
たいがどうしたらよい
かわからない。

通帳など大切なもの
をなくしてしまいそう
で心配…。

電気代、保険料などの
支払いを忘れてしまう。

家に届く郵便物や書類
…何が書いてあるのか
わからない。

「東日本大震災義援金」にご協力ありがとうございます。
　○募集期間／平成25年3月31日まで（受付期間が再延長されました！！）
　○募 金 額／40,225,570,613円（中央共同募金会集計　8月27日現在）

「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」（ボラサポ）への
　ご協力をお願いいたします。　

　○募集期間／平成25年3月31日まで
　○募 金 額／3,774,854,128円（中央共同募金会集計　8月27日現在）

防災・危機管理アドバイザー

　山村 武彦 氏
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＊＊岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ＊＊

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。

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？

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。

介護予防教室のご案内
　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

◎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

 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。栄養改善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
　開催日の 2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

社協の情報ひろば

①転倒予防教室
◦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　長森コミュニティセンター（前一色1丁目2-1）・長良公民館（長良259）
◦定　員　20人

日　　　程
内　　容○得教室

（長森コミセン）
○得教室

（長良公民館）
第1回 10月16日㈫ 10月17日㈬ 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 10月30日㈫ 10月24日㈬ 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 11月6日㈫ 10月31日㈬ 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
10月15日㈪ 季節の移りかわりを楽しむ寄せ植え
11月12日㈪ クリスマスの寄せ植え
12月17日㈪ お正月の寄せ植え

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

日　程 内　　容
10月9日㈫ 心身ともにリラックスしましょう（3B体操）
10月22日㈪ こころ　うきうき　笑顔でステップ（フラダンス）

10月23日㈫ 伸びやかに、大きく、ゆったり
深い呼吸で太極拳（太極拳）

④介護予防教室
◦定　員　20人

日　程 内　　容 場所（地区） 時　間
10月4日㈭ 生きるのが楽しくなる音楽会 ささゆり（芥見東） 午後 1時30分〜3時
10月5日㈮ 楽しく健口体操 やすらぎの里川部苑（七郷） 午後 3時〜 4時30分
10月16日㈫ 五感を刺激し、心に癒しを エトワール・ずいこう（網代） 午後 1時30分〜 3時
11月6日㈫ やすらぎパワーで日本茶を楽しむ サンライフ彦坂（方県） 午後 2時〜 3時30分
11月13日㈫ やすらぎパワーで日本茶を楽しむ 大洞岐協苑（芥見東） 午後 2時〜 3時30分
11月15日㈭ こころと身体の健康に笑いヨガを ラ・ポーレぎふ（鏡島） 午後 1時30分〜 3時
11月20日㈫ こころと身体の健康に笑いヨガを さくら苑（網代） 午後 1時30分〜 3時
11月20日㈫ やすらぎパワーで日本茶を楽しむ ささゆり（芥見東） 午後 2時〜 3時30分
12月10日㈪ 楽しく健口体操 ロイヤルコート寺田（合渡） 午後 1時30分〜 3時
1月29日㈫ 歌と朗読で元気な日 を々 ウェルビュー明郷（本郷） 午後 2時〜 3時30分

☎
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

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

家庭での困りごとや心配ごとなど

TEL253-0294 TEL253-0294

相談電話の
ご案内
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　手遊び・歌・ゲーム・お誕生会など内容盛りだくさんです。手づくりの
魚釣りにも夢中になり、夏休みの釣り堀の雰囲気を味わいました。

　折紙で金魚をつくり、3本の糸に通して窓に吊り下げれるよう、バラ
ンスよく仕上げました。お互いに出来上がった作品に思わずニコッ！

　 4〜 5人のグループで日本地図を見ながら、47都道府県の位置を
ああだこうだと言い合いながら確認し合いました。その後、県名ビンゴ
で盛り上がりました。

　マジックテープ式の大きな的あてゲーム「フックボール」に挑戦。力の
弱い人も楽しむことができ「やったー、いえぃー」と歓声が上がり、大変盛
り上がりました。

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

①毎月：第 3 水曜日　②毎月：最終土曜日

白山公民館

不定期

みどりヶ丘公民館

白山支部 ①いきいき健康サロン②白山映画の集い

藍川支部　藍川いきいきふれあいサロン

厚見支部　ふれあい いきいきサロン

三輪南支部　みわっこすくすく（子育てサロン）

第 3 金曜日（年 4 回）

厚見公民館

毎月：第 3 火曜日

北東部コミセン

　折紙、ものづくり、ゲーム、映画鑑賞…等々、内容も
毎回豊富です。皆でワイワイおしゃべりをしながら過ごす
楽しいひとときは、自然と表情もいきいきとなります。

　藍川いきいきふれあいサロンは、毎月 9 か所で行われて
います。筋トレ・そばうち・ハーモニカの吹奏と歌・健康講
話・ゲーム等バラエティに富んだ内容で楽しまれています。

　年 4 回、健康相談日に開催される参加人数の多いサロ
ンです。健康講話や健康体操・ゲームなどの内容で開催
されています。

　サロンで仲良しになったお母さんたちが、他でもグルー
プを作っていて、親子共に大切な仲間づくりの場になっ
ています。また、スタッフのみなさんの息もピッタリで、
熱意が伝わってきました。
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