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「支え合いの活動づくり支援事業」補助金（100万円）を
活用して地域福祉を推進しました。
今年度は芥見支部が申請され、地域づくりに活用されました。⇒詳細はP4をご覧ください。

ユニフォームを作製して活動！活動発表！

サロンで活用！

▲�地域福祉推進フォーラムで活動の発表を
行った様子

▲�活動団体が認知されやすいよう、統
一のユニフォームを作製し、活動し
ています。

▲�サロンでの様子（カルタ取り）

キーボードとカルタを購入し
て、認知症予防にサロンで大
活躍です。

▲�緊急医療情報カードが
入った救急キットを配る
様子
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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、急速に少子、高齢化が進展し、人口が減少する中で、家族内の見守り
機能の低下や地域の連帯感の希薄化などが問題となり、様々な生活課題が深刻
化しております。
　中でも、一昨年発生した東日本大震災の教訓から、地震大国であるわが国に
おける災害時支援の重要性と社会福祉協議会の役割が今まで以上に問われてい
ます。
　こうした状況のもとで、私ども社会福祉協議会は、「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」をテーマに策定した「第 2 次岐阜市地域福祉
活動計画」に基づき、平成22年度から5年計画で様々な活動に取組んでいるとこ
ろでございます。
　「福祉委員の設置」や「牛乳ビン等を利用した個人情報の管理」、地域の問題・
課題を共有し、解決していく方策としての「支え合いマップづくり」の3事業を重
点事業として掲げ、社協支部での実施を目指して取り組みを進めており、今後
も地域福祉推進の中核となる団体としての特性を発揮し、住民の皆様と一体と
なった福祉活動を推進してまいります。
　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地域福祉の
実現に向けて努力してまいります。
　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34回　岐阜市民福祉大会が開催されました
　10月17日岐阜市文化センターにおいて、岐阜市と共催で第34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
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、落語家の三遊亭好楽さんの「人生、好んで楽しもう」と題し
た講演がありました。生きる歓びについて伝える中で、「笑点」メンバーの
裏話なども飛び出す軽快なトークに、会場は大いに盛り上がりました。

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。
　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）
　 8 月22日から12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
◦須山　誠治　� 　　　30,000円
◦國井　輝保　� 　　　30,000円
◦匿名　� 　　　10,000円

●福祉ボランティア基金へ
◦西村　馨　� 　　　2,580円

●物品
◦岐阜聖徳学園大学附属中学校
　生徒会� 車いす　 3台

　「先輩からの伝統を続けることができて良かった。今後も続けていきたい」
と話をしていただけました。
　岐阜聖徳学園大学附属中学校生徒会の皆さん、ありがとうございました。
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赤い羽根共同募金に
　ご協力ありがとうございました

～あなたの募金は、あなたの町へ～
　皆様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25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
などの活動費として活用されます。

10月 1 日　JR岐阜駅にて
平成24年度　共同募金運動開始

～社会福祉施設地域交流助成事業～岐阜県立みどり荘祭で募金活動

11月25日 おんさい広場鷺山にて
ボーイスカウト岐阜12団の皆さん

12月15日　マーサ21にて
島中学校陸上競技部の皆さん　募金を
呼びかける部員全員の声がひとつに！！

岐山高校生徒会の皆さん！！

毎年、募金活動ありがとうございます。

岐阜市赤十字奉仕団の皆さん！！

10月8日　JR岐阜駅にて
　初！！ 募金活動

11月3日
カラフルタウン岐阜にて

11月9日文化祭での募金活動
生徒の皆さんや保護者、先生
方にも協力していただきました。

11月下旬　県共同募金会へ
文化祭での活動報告

配分レポート
社会福祉施設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へ！！

社会福祉法人　和光会
特別養護老人ホーム　ナーシングケア寺田
〈安心・安全なまちづくり支援事業〉
　避難施設機能の充実のためのコークス煮炊きストーブ整備事業

　当施設では、東日本大震災のような災害時に、地域の方々の避難場
所となります。電気やガスが停止するなどの事態に備えてコークスや
薪を使用した炊き出し機能を備えたストーブの配備をしました。 ▲ コークス煮炊きストーブ

スカイブルーの
ジャンパーが、
トレードマーク♪

～岐南工業高等学校 生徒会の皆さんの募金活動～
　10月（後期）から、3年生から2年生主体の生徒会となり、「この募金活動を通して、
生徒会活動を盛り立て、充実させたい！！」という思いを抱いて行われました。この活
動には、生徒会以外の生徒さんも参加され、今後の活躍を期待します。この活動を通
じて、学校内でも「赤い羽根共同募金」PRとなりました。ありがとうございました。
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社協会費にご協力いただきありがとうございました。

▲支え合いマップ作りの様子

　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。

社協会費総額 29,125,380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…

普通会費�� �22,647,300円
特別会費（個人）�� �2,922,500円
特別会費（法人）�� �2,605,000円
施設・団体会費�� �404,580円
賛助会費�� �546,000円

地域福祉推進フォーラム2012を開催しました！
　「日常生活からの支え合いの地域づくりを」をテーマにした、今回の地域福祉推進フォーラムには、約200名の参加があ
りました。
　実践発表と講演を通して、地域活動の大切さやその取り組み方法などを知っていただく場となりました。

実践発表 「結びつきと助け合い“結”『ゆい』」
岐阜市社会福祉協議会　芥見支部

講　演 「自助、近助、共助でつくる　支え合いの地域づくり」
防災システム研究所　所長　山村　武彦　氏

　芥見支部では、岐阜市と岐阜市社会福祉協議会が協働で取り組んでいる「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）」に応募して採択さ
れ、5年間で事業展開することとなりました。
　芥見地区は、高齢化率27.9％で、岐阜市でも高い方に位置し、今後もますます上
昇していくものと思われます。近隣の人に関心を向けられない、向けさせない、おせっ
かいを嫌がる、人間関係の希薄な地域へと様変わりしつつあると感じる中で、昔な

がらの“向こう三軒両隣”の絆・助け合いシステムの「結いの心」を呼び覚ますべく、地域のつながりを深める声かけの
できる連携体制、いわゆる、「おせっかいの輪づくり」を進めていきたいという思いから、①見守りネットワーク活動の構築、
②緊急時・災害時の要支援者福祉マップづくり、③ふれあい・いきいきサロンの開拓と充実、④お助けマーク活動、⑤福
祉人員体制の強化の5本柱を立て、活動されていると話されました。

地域で活動するために
　「支え合いの活動づくり支援事業」の補助金（100万円）で整備した備品
　　・ユニフォーム　・レクリエーション用品一式　・キーボード　・パソコン
　　・プロジェクター　・プリンター　・スクリーン　・ビデオカメラ　・ワイヤレスマイク　・アンプなど

　講演では、東日本大震災など災害現地調査の中から、教訓やエピソードなどを交えな
がら、私たちに今必要なのは、住んで楽しい地域、隣近所の人たちと心が通い合う向こ
う三軒両隣の人たちということ。それが、困ったときはお互いさまで助け合い、支え合
うことのできる「近助」であり、今回のテーマである、日常生活からの支え合いの地域
づくりにつながるということを考えるきっかけとなる講演でした。

平成24年12月19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 福山通運株式会社 岐阜支店

医療法人社団 尚英会 岐阜南病院

大洋紡績株式会社

操外科病院

株式会社戸羽新

1口 森実木材工業株式会社

株式会社下平

瓶寅建材株式会社

伊藤食品株式会社

小島内科クリニック

関建材株式会社

藤沢酒店株式会社

瓶由株式会社

丸陸運送合資会社

特種東海製紙株式会社岐阜工場

株式会社電算システム

ハートランス株式会社

社団法人岐阜県労働基準協会
連合会ぎふ綜合検診センター

丸宮歯科

株式会社大垣共立銀行岐阜支店

株式会社岩田時計舗

株式会社大垣共立銀行岐阜駅前支店

ブリヂストンはぎの株式会社

岐阜スズキ販売株式会社

株式会社竹中スポーツ

株式会社不破

株式会社戸澤商店

株式会社オゼキ

株式会社宮本仏壇店

株式会社松原喜八総本場

神山商事株式会社

合資会社ますや種苗店

中部電力株式会社

株式会社岐阜会館

株式会社やまだ

かき松

大野大仏堂

株式会社野々村葬儀社

株式会社丸萬後藤興業

高牟礼耳鼻咽喉科

杉山内科胃腸科クリニック

共和印刷株式会社

中島仏壇店

有限会社更科

有限会社遠藤鍍金工業所

高橋産婦人科

魚松

平三株式会社

鶯谷高等学校

1口 株式会社丸岐林サービス

杉浦紙工株式会社

株式会社梅田商店

有限会社ダブル・エディション

株式会社丸高果実

株式会社忠南製作所

圓龍寺

株式会社遠藤造林

有限会社小関商店

岐阜シェル石油販売株式会社

岐阜長良郵便局

ごとう整形外科

酒井電気工事株式会社

株式会社サンウエスパ

株式会社スーパーヤオジン菜の里

税理士法人戸田会計

崇福寺

株式会社大一プリント

株式会社太平洋久世製作所

竹村歯科医院

土本建設株式会社

株式会社東海建設

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

株式会社洋文社

米本歯科

株式会社ローブ

株式会社後藤塗装

吉田歯科

株式会社平成調剤薬局

波多野泌尿器科皮ふ科

まつい小児科小児外科

寺嶋建設株式会社

株式会社のはら

株式会社唐箕屋本店

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

ウスイ消防株式会社

株式会社大洞堂

株式会社岐阜日石

澤田建設株式会社

下野機械株式会社

棚橋耳鼻咽喉科

東栄電業株式会社

永代皮膚科

株式会社中野新聞舗

日本タクシー株式会社

野崎建設株式会社

堀株式会社

1口 山田メディカルクリニック

株式会社川甚

岐阜観光株式会社

岐阜商工信用組合

株式会社松英組

森川・鈴木法律事務所

共伸産業株式会社

セコム株式会社中部本部岐阜支社

大前医院

有限会社丸徳森下建設

山口精機工業株式会社

鵜飼不動産株式会社

株式会社竜光

岐阜掛軸株式会社

株式会社洞田製作所

岐阜北建設株式会社

中日本防水株式会社

岐阜信号施設株式会社

有限会社丸豊藤吉組

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

有限会社サンエイWOOD

有限会社安寿 花咲小町

アジア原紙株式会社

丸栄石油株式会社

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

伊藤内科医院

株式会社大島商会

株式会社加藤鉄工所

株式会社昭和電機

医療法人慶睦会千手堂病院

有限会社千手堂野々村葬祭

株式会社日新

山一電気株式会社

株式会社若原工機

株式会社NTTドコモ 岐阜支店

朝日大学村上記念病院

矢島建設興業株式会社

株式会社山弘なまずや分店

十星商事株式会社

岐阜贈答株式会社

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

中部大建工業株式会社

篠田商事株式会社

加藤眼科

1口 昭和コンクリート工業株式会社

日本通運株式会社 岐阜支店

株式会社大山工業所

龍正寺

株式会社浅野鉄工所

株式会社市川葬典

株式会社クボタ

岐阜観光索道株式会社

亀甲屋本舗有限会社

合羽屋葬具店合名会社

小畑ポンプ工業株式会社

株式会社岐阜観光ホテル十八楼

株式会社ケミック

川出医院

株式会社相宮工務店

玉井屋本舗

田代株式会社

アルフレッサ日建産業株式会社

ホテルパーク株式会社

八百重製粉株式会社

特許業務法人
オンダ国際特許事務所

株式会社河合銘木店

株式会社宮嶋商店

株式会社金森生糸店

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

中日新聞松山新聞舗

酒井印刷

楽座接骨院

株式会社浅野商店

山兼株式会社

善光寺

伊奈波神社

株式会社市川工務店

学校法人 加納学園こばと幼稚園

巴産業株式会社

栃井建設工業株式会社

八創建設株式会社

株式会社大倉建築工業

天一株式会社

山口鋼業株式会社

岐阜繊維福祉協同組合

大丸印刷・製本株式会社

公益法人 岐阜病院

社会福祉法人 舟伏

（敬称略・順不同）
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3世代交流による地域づくり
白山支部　3世代交流餅つき大会

長森北支部　第16回餅つき大会

鷺山支部　3世代交流親子料理教室

　普段、使用している運動場、公民館、体育館に感謝をこ
めて大掃除を行った後、児童と高齢者が餅つきを通じて交
流を深めた。餅つき大会は、30年以上前から毎年実施され、
きな粉餅や保護
者が調理したけ
んちん汁で会食
した後、最後に
鏡餅を作り溝旗
神社に奉納した。

　児童が栽培したもち米の収穫祭として、児童や保護者、地
域住民ら約600人が、餅つきをして正月飾りの花餅1600本の製
作に取り組んだ。もち米は、地域の高齢者の指導で5年生が毎
年栽培している。柳
の小枝に着色した紅
白の餅を交互に巻き
つけて花餅を作り、
ひとり暮らし高齢者
の方に渡した。

　 3 世代が交流する場が少ないため、料理教室を通して
交流を図った。栄養士さんから、「バランスの良い食事」
の作り方と“食の大切さ”を学び、楽しいひとときを過
ごした。

けんちん汁で身も心もあったまります

はじめて餅つきを体験

のばし棒による餃子の皮づくり
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スタンプ
カード

NPO・ボランティア・生涯学習

授産製品の販売コーナー

ステージ発表で楽しんで

展示・相談コーナーでふれあい

体験コーナーで笑顔いっぱい

　NPO・ボランティア・生涯学習、市
民活動を行う団体と訪れる来場者の方
が、工作などの参加・体験や展示物の観
覧、ブースでの会話、ステージ発表の観
賞を通した交流の場となる、子どもから
大人まで楽しめるイベントです！

　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！！

●時間／12：00～13：00（予定）
●場所／ 2 階アトリウム特設ステージ
　ステージ発表（実演）で
お昼の楽しい時間を一緒に
過ごしましょう。
　お楽しみに！

●時間／10：00～15：00
●場所／ 2 階アトリウム　他
　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／10：00～15：00
●場所／ 3 階（大会議室）、4 階（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
　◦福祉体験コーナーなど

〈子ども・3世代交流〉フェスティバル

会場／ふれあい福寿会館�2F〜4F（岐阜市薮田南5-14-53）
平成25年2月23日（土）　10：00～15：00　開催

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

折り紙を使ったミナモ作り

ステージ発表のギター
演奏では、童謡を歌い、
会場も和やかな雰囲気に
つつまれました。

昨年の様子

クルクルレインボー作りを学生ボラン
ティアにも協力してもらっています。

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！！
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岐阜市福祉の店 友＆愛
日常生活品として、また
職場や地域の行事等の記
念品、プレゼントなどに
いかがでしょうか！
ぜひご活用下さい。

「岐阜市福祉の店友＆愛」は、障がいのある方等が、生きがい、自立を目指して創作した作品を、
展示・販売するための常設店です。

私たちが出店しています…
岐阜なずな学園 （茜　部）
いぶき （　島　）
あしたの会作業所 （岩野田）
ワークサポートみやこ （本　郷）
ワークサポートあおやぎ （本　郷）
ワークサポートひの （日　野）
第二恵光 （　島　）

岐阜市身体障害者福祉協会 （本　郷）
岐阜市母子寡婦福祉連合会 （本　郷）
ひなの郷作業所 （網　代）
長良ひまわり社 （長　良）
すまいるはうす （七　郷）
ヴァリエーション （黒　野）
あしたの会家庭学校 （則　武）

第二いぶき （三輪北）
ポップコーン福祉会 （西　郷）
いぶきゆめひろ共同作業所 （　島　）
ひまわりの会 （長森西）
ワークサポートやないづ （柳　津）

※（　　）は所在地の地区名です

ショッピングセンター�マーサ21�3階
（正木中1丁目2番1号）にて365日営業中
【営業時間】10時〜21時
【運営主体】
社会福祉法人�岐阜市社会福祉協議会
【お問い合わせ先】
　☎255－5511

ティッシュケース、給食袋セット、腕カバー、
エプロン、クリップ、しおり、靴下、手提バッ
グ、マスク（柄入）、キャンドルなど日常
生活に使っていただける各種品々がありま
す。「ていねいに作ってあり、丈夫で長持ち
しますね。」とお声をいただいています。

米の粉クッキー、ミックス
クッキー、おからクッキー、
かりんとう、パウンドケーキ、
めかぶっこ、しいたけっこな
どの食品類も色々あります
のでぜひご試食下さいね。

固形石けん、半ねり石けん、
エコバック、アクリルたわ
しなど、エコ商品もありま
すよ。

商品価格（一例）
　◦クッキー類   300円前後
　◦石けん   130円～
　◦エプロン   950円～
　◦袋もの   130円～500円前後等
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＊＊岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ＊＊

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

他にも条件がございます。

借入れのご相談は、
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
ご相談ください。

社協の情報ひろば

「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25年 1 月21日㈪から 2 月15日㈮（祝日を除く）
　　　　　　　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　月曜日から金曜日
　　　　　　　　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）
　　　　　　　火・金・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　月～金曜日　岐阜市社会福祉協議会　　　TEL255-5511
　　　　　　　土・日曜日　岐阜市母子寡婦福祉連合会　TEL252-6692

　教育支援資金は、低所得世帯に対して、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）
●対象経費と貸付条件

資金種類 貸付限度額 貸付期間 据置期間 償還期限 貸付利子

教育支援費
（授業料・通学定期代等）

高等学校 月額35,000円以内
高等専門学校 月額60,000円以内
短期大学 月額60,000円以内
大学 月額65,000円以内 最短

修業年限
卒業後

6ヶ月以内

原則として10年以内
※学校卒業後、据置期間
（6ヶ月以内）経過後、
償還が始まります。

無利子

就学支度費
（入学金・教科書代・制服
代等）

 500,000円以内

※上記のうち、必要性が認められる経費であって、自己資金や就学支援金制度を除いた不足分が申込可能な金額となります。
※既に支払った経費や納付期限を過ぎている経費は対象とはなりません。

●対象世帯
　◦資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できる世帯
　◦日本学生支援機構、日本政策金融公庫、岐阜県選奨生等奨学金など他からの借入れが困難な世帯。
　◦岐阜市内在住で、住民票と現住所が一致する世帯
　◦低所得世帯（世帯全員が市民税非課税または均等割課税程度の世帯、生活保護世帯など）
　◦多額の負債や滞納を抱えていない世帯
●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。

祝卒業
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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

▲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

▲中会議室
▲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。

会議室�備品一覧表
備品名 大会議室 中会議室

スクリーン 2面 2面

ホワイトボード 2台 1面
（備付タイプ）

有線マイク 1本
ワイヤレスマイク 1本
演台 1台
花台 1台

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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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 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。　TEL255-5010　FAX255-5011

日　程 内　　容 場所（地区） 時　間

平成25年 2月4日㈪ 歌と朗読で元気な日 を々 ロイヤルコート寺田（合渡） 午後 1時30分から3時

平成25年 2月19日㈫ リンパマッサージで心も体も若返り エトワールずいこう（網代） 午後 1時30分から3時

平成25年 2月19日㈫ 歌と朗読で元気な日 を々 シャロームみわ（三輪北） 午後 2時から3時30分

昨年の介護予防教室では、体操や、栄養改善教室などを開催しました。

チェアーエクササイズ 運動指導教室 栄養改善教室 寄せ植え教室

定員20人
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　地域在住の音楽の先生を招き、懐かしい歌を元気よく唄いました。楽
しいお話しを聞いたり、音楽に合わせて体操をし、とても良い介護予防
になりました。

　学ぶ気持ちと健康が両立できている大正琴のボランティア「さざんか
の会」による演奏会がありました。心に残る大正琴の音色にうっとりで、ア
ンコールの声も出ましたよ。

　この日は、明徳地域の和菓子職人をしていた方を講師に、よもぎ餅
とおはぎを作りました。
　つきたての餅を手に、アドバイスを聞きながら、皆で作ったおもちは
とってもおいしかったです。

　菖蒲池サロンでは三味線に合わせて童謡や唱歌を皆で歌ったり、舞
踏や銭太鼓をしたり、皆が参加者であり主役となり楽しんだ後、鮎雑炊
をいただき、心も体も温まりました。
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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

年10回（1２月・3月はお休み）
第 ２金曜日
池ノ上公民館

不定期・年 5回

明徳公民館

島支部　池ノ上サロン

明徳支部　ふれあいいきいきサロン

鏡島支部　菖蒲池ふれあいいききサロン

常磐支部　上土居いきいきサロン

年1回

菖蒲池公民館

毎月：第 3金曜日（ 8月休み）

上土居公民館

　研修会で学んだ事や良いと思う事は、すぐに皆さんで取組
みます。明るくて元気な役員さん方の思いは心のふれあう「仲
間づくり」「出会いの場づくり」であり、一つになっています。
只今、男性の参加者募集中です。

　和気あいあいと一緒に歌ったり作ったりお話を聞いた
り交流しながら、仲間同士、お互いの絆を深めています。

　鏡島支部では、10か所でサロンを開催しています。ふ
れあい訪問やいきいきサロンで楽しくお話しをしたり音
楽療法などをして楽しんでいます。

　皆さんが揃われるまでお茶を飲み、折り紙をしながら
会話が弾みます。ラジオ体操は毎回で、筋トレ・ゲーム・
物作り・講話・歌・園児との交流などの活動をしています。
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