
NO.139
2013発行　  社会福祉法人  岐阜市社会福祉協議会

〒500-8309　岐阜市都通2丁目2番地　岐阜市民福祉活動センター内
TEL 058-255-5511（代表）　FAX 058-255-5512

発行日◇平成25年4月15日

この広報誌は一般財団法人岐阜社会福祉事業協力会のご協力と共同募金配分金により作成しています。

◦平成25年度岐阜市社会福祉協議会事業計画・予算   2〜4
◦会費のお礼   5
◦岐阜市社会福祉協議会の紹介   6〜7
◦社協の情報ひろば   9〜11
◦いきいき社協支部活動   12

目
　
次

児童と高齢者のふれあい事業
　児童や幼児と高齢者が交流でき、ふれあえる事業です。
　高齢者が知っている、昔ながらの遊びで一緒に遊んだり、練習した成果を高齢者の方に見てもらっ
たり、楽しく笑顔があふれています。

▲けん玉遊びの様子

▲幼児によるお遊戯

▲カルタ取りの様子 ▲すごろく遊びの様子



平成25年度 岐阜市社会福祉協議会 事業計画

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

重点目標

重点事業

在宅福祉サービス事業

福祉サービス利用支援事業

地域福祉推進事業

【地域福祉活動計画関連推進事業】
〇福祉委員の設置・活動の検討

　福祉委員を設置し、地域の実情に応じた福祉委員の活動を検討します。
　平成24年度までに22支部で設置や検討を進めています。平成25年度は新たに10支部での取り組みを
目標とします。

〇牛乳ビン等を利用した個人情報の自己管理の推進
　牛乳ビン等を利用した個人情報の自己管理を推進し、災害時や日常の緊急時に強い地域づくりを目
指していきます。
　平成24年度までに28支部で取り組みを進めています。平成25年度は、新たに10支部での実施を目標
とします。

〇「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
　支え合いマップづくりは、その作成過程に様々な人が参画することによって、自分たちの地域を知
る有効な手段になります。地域の問題・課題の共有化、問題解決のための方策の検討、実践のための
ネットワークやしくみづくり等を行っていくことを通して、地域の話し合いの場づくりを進めていきます。
　平成24年度までに27支部で取り組みを進めています。平成25年度は、新たに23支部での取り組みを
目指し、全支部での実施を目標とします。

　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（低所得者世帯に配慮した利用料設定とします）
　　●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）

【福祉サービス事業】
　　●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】　　　　　　　　　　【受託事業】
　　●訪問入浴サービス事業	 ●介護予防支援事業（予防プラン作成）
　　●移動支援事業（ヘルパー派遣）	 ●要介護認定訪問調査事務事業

　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への電話訪問事業
　　●法人後見事業	

【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

　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	 ●支部特色化事業
　　●福祉委員制度の設置事業	 ●福祉委員研修（活動検討）事業
　　●支え合いマップづくり推進事業
　　●支え合いマップづくり継続推進事業
　　●「日常緊急時」の連携体制推進事業
　　●「日常緊急時」の連携体制継続推進事業（新規）
　　●地域福祉推進フォーラム等各種研修会の開催
　　●金婚祝い贈呈事業

【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
　　

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
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▲市岐商デパート ▲ぎふしん愛の募金

▲一般財団法人
　岐阜社会福祉事業協力会

岐阜市社会福祉協議会 平成25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20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
　◦株式会社　美濃庄		 	31,053円
　◦一般財団法人　岐阜社会福祉事業協力会		 	400,000円
　◦介護老人保健施設　長良川ビラ		 	15,106円
　◦ユニー㈱“小さな善意で大きな愛の輪”運動　アピタ岐阜店		 	140,868円
　◦ユニー㈱“小さな善意で大きな愛の輪”運動　ピアゴ長良店		 	30,628円
　◦ユニー㈱“小さな善意で大きな愛の輪”運動　ピアゴ鶉店		 	28,652円
　◦ぎふしん愛の募金		 	170,000円
　◦匿名		 	10,000円
　◦匿名		 	24,000円

　◦匿名		 	5,000円
　◦匿名		 	10,000円

●福祉ボランティア基金へ
　◦西村　馨		 	1,200円

総額
547,499千円

総額
547,449千円

総額
269,418千円

総額
269,418千円

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
13.0%

その他の収入
4.0%
経理区分間
繰入金
収入 3.3%

会計単位間
繰入金収入 1.2%

受取利息配当金
収入 2.4%

補助事業等収入
0.6%

自立支援費等
収入 9.1%

介護保険収入
20.5%

負担金収入 3.5%

共同募金配分金
収入 7.2%

貸付事業等
収入 0.7%

事業収入
0.3%

受託金収入
7.4%

助成金収入
0.1%

経常経費
補助金収入
20.5%

寄附金収入 0.8% 当期末支払資金残高 13.0%社会福祉推進基金 1.0%
ボランティア基金1.1%

福祉サービス
利用援助事業 
2.9%
介護相談員
派遣事業 1.6%

介護予防事業・
家族介護教室
事業 2.2%

移動支援
事業 0.6%

障害福祉
サービス事業 9.7% 老人居宅介護等

事業 21.7%

ふれあいの
まちづくり事業 
8.7%

ボランティア
センター活動
事業 0.5%

共同募金
配分金事業 
7.1%

法人運営
事業 29.9%

当期末支払資金
残高 7.5%

要介護認定調査
事務事業 10.5%

地域包括
支援センター
中央北事業 14.3%

居宅介護支援
事業 43.5%

訪問入浴サービス
事業 16.3%

福祉の店運営事業 2.2%

市民福祉活動センター
　　　管理事業 5.7%前期末支払資金残高

7.6%
経理区分間
繰入金収入
1.5%

その他の収入
0.9%

受取利息
配当金収入
0.7%

補助事業等
収入 6.4%

介護保険収入 53.5%

負担金収入 
0.6%

受託金収入 
 28.8%

会費収入 5.4%
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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。

平成24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24年度

日赤社資
岐阜市地区総額

63,297,477円 55,466,560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25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。

募
金
額

　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。
　社協だより1月15日号（138号）においてご紹介した、
社協特別会員（法人・団体・施設）に追加等がございま
したので、ご紹介いたします。

【お詫びと訂正】
　社協だより1月15日号（138号）P5特別会員記事内に誤りがありました。
（誤）有限会社ダブル・エディション→（正）株式会社ダブル・エディション
　関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。

社協会費総額 29,719,380円
普通会費   22,954,800円
特別会費（個人）   3,217,000円
特別会費（法人）   2,605,000円
施設・団体会費   393,580円
賛助会費   549,000円

平成25年3月31日現在

口数 法　人　名
2 口 中日技研株式会社

岐阜なずな学園

1口 株式会社岐阜新聞社

株式会社岐阜ガレーヂ

岐阜管工事株式会社

株式会社十六銀行岐阜市役所支店

株式会社正氣屋

株式会社三井屋和洋紙店

濃飛倉庫運輸株式会社

安田株式会社

内藤電機株式会社

株式会社エフワン

羽柴鋼業株式会社

株式会社岐阜グランドホテル

朝日設備工業株式会社

口数 法　人　名
1 口 株式会社安部日鋼工業

株式会社技研サービス

大東株式会社

岐阜県厚生農業協同組合連合会

東邦ガス株式会社岐阜営業所

日新印刷株式会社

日本蜂蜜株式会社

岐阜自家用自動車組合

株式会社KVK

日本ガード株式会社

株式会社津島建材

株式会社ナイスワーク

岐阜交通株式会社

名光電気工事株式会社

サンメッセ株式会社

口数 法　人　名
1 口 宇部日東化成株式会社

松村工業株式会社

中日本クリーナー株式会社

玉田建設株式会社

協同組合岐阜給食センター

株式会社國井組

株式会社コームラ

株式会社奥村製作所

株式会社エリア・サービス

医療法人社団	友愛会

特別養護老人ホーム	養生訓園

社会福祉法人	和光会

医療法人	和光会

（敬称略・順不同）
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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
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り

福
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セ
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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

▲ボランティアグループ「レインボー」による
　情報紙「にじ」の発送の様子

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支部活動・ボランティ ア活動などの地域福祉活動の
充実を推進していきます！
　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

支部活動について岐阜市ボランティア
センター

各センターの
主な業務

岐阜地区福祉サービス
利用支援センターちょっと、豆知識

　ボランティアセンターは、ボランティア活
動を行う人・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

　社協支部は、「誰もが住み慣れた地域で家
族や友人、地域の人々ともに、心豊かに健
康的でいきいきとした生活ができる福祉の
まちづくり」の実現のために、市社協と一
緒になって地域福祉に取り組んでいる組織
です。

　社会福祉及び社協の「社」を図案化し、
「手を取り合って、明るい、
幸せな社会を建設する姿」
を表現しています！

○福祉に関すること
○訪問介護に関すること　※1

○居宅介護支援事業に関すること

○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
※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。

公共交通機関岐阜バス
　鏡島・市橋線（K15）、
　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、Ｇ30）「鍵屋」下車 北へ300m

▲高齢者介護
　予防教室の
　様子

▲子育て
　サロンの
　様子

　　　

▲

ふれあい・
いきいき
サロンの
様子

社会福祉協議会の
　　マークご存じですか？
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社協の情報ひろば
地域活動コーディネーターをよろしくお願いいたします。

春の野菜でかんたん料理！

漢字を使った脳トレーニング！！

Q1.					『口』という漢字に2画加えて、
							できる漢字をできるだけ
							見つけて下さい。

            例：口⇒目

Q2.					樹木や花の名前です。
							どう読むでしょう。

      ① 桂    ② 杜若    ③ 蒲公英

　地域活動コーディネーターを中央、北部、南部センターに配置しており
ます。市民健康センターなどの関係機関と連携をとりながら、「ふれあい・
いきいきサロン」などの社協支部活動を支援しています。
　今年度も、よろしくお願いいたします。

　いきいき・ふれあいサロンでも行った、漢字を使った脳トレーニングをご紹介します。
【いきいき・ふれあいサロンは、「楽しく」「気軽に」「無理なく」をモットーに、公民館等で開催しています。
　⇒詳しくは、Ｐ12にも活動を紹介しています。】

春の野菜を使った簡単和え物料理で、食卓にもう一品プラスしてみませんか？

答えは11ページの下にあります☆

チャレンジ！！

※あと、26文字あります。

ブロッコリーのなめたけ和え

①	一口大に切ったブロッコリーを
耐熱容器に入れる。
②	電子レンジで3分程加熱。
③	様子を見ながら、しんなりする
まで加熱する。
④	ブロッコリーに、なめたけをか
けてあえる。

〈材料〉

ブロッコリー		 	5房程
なめたけ		 	適量

キャベツと魚の味噌煮和え

①	キャベツを食べやすい大きさに
切る。
②	切ったキャベツを耐熱容器に入
れる。
③電子レンジで3分程加熱。
④	様子を見ながらしんなりするま
で加熱。
⑤	魚の味噌煮の身をほぐし、キャ
ベツとあえる。

〈材料〉

キャベツ		 	2〜3枚
魚の缶詰（味噌煮）		 	1/2缶

菜の花和え

①ニンジンを細切りにする。
②	菜の花とニンジンを耐熱容器
に入れる。
③電子レンジで3分程加熱。
④	様子を見ながら、しんなりする
まで加熱する。
⑤めんつゆを適量かけてあえる。

〈材料〉

菜の花		 	2〜3房
にんじん・めんつゆ		 	適量

お好みで
かつお節を
かけてね！
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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。

＊＊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…３００円

Ｂプラン…４５０円
天災タイプ	 天災Ａ…４６０円

天災Ｂ…６９０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
　※他の公的資金を借受中の世帯は、原則として貸付対象外となります。
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）

※当該不動産が都市計画法上の「市街化調整区域」内にある場合は原則対象外
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、契約終了

まで居住することができます。
◇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
　◇担保となる不動産に根抵当権の設定（極度額は土地評価額の8割）と代物弁済予約のため所有権移転請求権保全
　　の仮登記が必要です。
　◇本制度の利用について推定相続人全員の同意を得るよう
　　努めなければなりません。
　◇推定相続人の中から連帯保証人 1名が必要です。

　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。

平成25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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◎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
※時間給の引き上げなど賃金の見直しを行いました。

◎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

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。

☎
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

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

家庭での困りごとや
心配ごとなど

電話番号／市役所265-４1４1
※基本的には来所相談です。

社協の情報ひろば

相談電話のご案内

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。賞与年2回あります

お問い合わせ先　地域福祉推進グループ　TEL255-5511
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1
コ
ー
ス

5月22日㈬ ストレッチング、体力測定
5月29日㈬ 運動と体力
6月5日㈬ ストレッチング
6月12日㈬ 有酸素運動
6月19日㈬ ウォーキング
6月26日㈬ 筋力トレーニング
7月3日㈬ トレーニングの基礎原則
7月10日㈬ ストレッチング、体力測定

6月6日㈭ カラー健康法

7月4日㈭ 認知症を理解してもらうために

7月11日㈭ 高齢者の自立をめざした介護技術

6月21日㈮ 音楽健康法

7月19日㈮ ハーモニカ演奏

1
コ
ー
ス

5月31日㈮ 音楽健康法
6月14日㈮ リンパセラピー
7月19日㈮ 笑いヨガ

＊＊岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ＊＊

　　介護予防教室のご案内

▲運動指導教室の様子

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。

 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指導教室と五感健康法教室はできるだけ全回出席できる方）
●お申し込み方法
　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・電話番号をお伝えください。
●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　8日間で1コース
◦日時・内容　午後 1時30分〜 3時

④家族介護教室
◦日時・内容　午後 1時30分〜 3時

⑤介護予防教室
◦日時・内容　午後 1時30分〜 3時

②五感健康法教室　3日間で1コース
　  （年間4コースを予定しています。申込みは年間1コースのみとなります。）

〜五感を刺激し、 健康に〜
◦日時・内容　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

◦場　所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）
◦定　員　30人

◦場　所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）
◦定　員　30人

◦場　所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）
◦定　員　30人

③園芸健康法教室
　〜花と土の香りで、 心に癒やしを〜
◦時　間　午前10時〜11時30分
※	申込みが多数の場合は、抽選とさせていただきます。
※	自己負担（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、申し込みは年間1回のみとなります。

5月27日㈪ 香りを楽しむ寄せ植え

6月24日㈪ 花いっぱいの寄せ植え

7月22日㈪ 日陰で楽しむ寄せ植え

◦場　所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）
◦定　員　30人

トレーニング用具を使って
筋力アップの体操を行います。

〜脳トレーニングの答え〜
Ｑ１　　田・白・由・甲・古・右・石・申・旧・旦・四・只・占・兄・叶・加・囚・可・史・句・号・台・召・司・叩・叱
Ｑ２　　①かつら　　②かきつばた　　③たんぽぽ
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　地域に住むマジシャン夫婦に色彩も鮮やかなプロの手品を見せても
らいました。参加者も手ほどきを受けてマジックを披露され大変盛り上が
りました。

　花かるたでは、「あーそうかね」「名前は知らなかったけど見たことあ
る」などと四方山話にも花が咲きました。楽しかったという感動と同時
に、春が待ち遠しく感じられました。

　地域の方の考案で、タマゴの殻を利用して、紙粘土や和紙を使って可愛い
干支のヘビの置物を作りました。和紙を指で小さく破り、糊付けして形を整えて
いきます。指先を使う細かい作業でしたが、みんなで助け合って可愛いヘビの
置物の出来上がり。嬉しくてにっこりしながら、胸に抱いて持ち帰りました。

　岩田坂サロンは毎月25人程の参加者があり、男性が半数近い活気
あるサロンです。コミバスを利用する地域の歴史、ハイキングの説明があ
り熱心に聞いておられました。

社協支部活動社協支部活動いきいきいきいき

NO.139
2013発行　  社会福祉法人  岐阜市社会福祉協議会

〒500-8309　岐阜市都通2丁目2番地　岐阜市民福祉活動センター内
TEL 058-255-5511（代表）　FAX 058-255-5512

発行日◇平成25年4月15日

　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金曜日

北山公民館

毎月第 1木曜日

金華公民館

芥見東支部　北山・東山ほっとサロン

金華支部　ふれあいいきいきサロン

岩支部　いきいきふれあい岩田坂サロン

三里支部　ふれあいいきいきサロン

毎月第 4金曜日

新岩田坂公民館

月 1回

三里公民館

　毎回30名程度の参加者があります。近くのグループホーム
の皆さんもサロンを楽しみにされており、大勢のボランティ
アさんの応援で支えられています。収穫祭やぜんざいなども
楽しみの一つになっています。

　健康講話から始まり、毎月誕生月の方のお祝いをします。
毎回、工夫をこらしたお楽しみがあり、たくさんの方が参加
されています。

　ゲームで運動、輪投げ、文化（歴史）講座、歌と手遊び、
警察講話、筋トレ体操などの豊富なメニューがあり、12月
はクリスマス会、3月はビンゴゲームで盛り上がります。

　毎月1回、健康相談日に開催されています。参加人数
の多いサロンです。健康講話や健康体操・饅頭つくり等
盛りだくさんの内容で開催されています。
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