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▲ボランティア塾の様子

今年も、ボランティア講座等を開催いたします。
詳しくは、7ページをご覧下さい。⇒
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何に気を付けて押したらいいんだろう？！

子どもってどんなことで喜ぶの？！
▲青少年ボランティアスクールの様子



就任挨拶

社会福祉法人
岐阜市社会福祉協議会

会長　髙　木　信　男

　このたび、岐阜市社会福祉協議会会長という大役をお受けすることになり、その使
命の重大さをひしひしと感じているところでございます。
　さて、少子・高齢社会の一層の進展や人口減少に伴い、家族内の見守り機能の低下
や地域連帯感の希薄化、コミュニティの脆弱化が叫ばれており、地域においては虐待・
消費者被害・災害時支援・ひきこもり・孤独死や自殺など地域との孤立を起因とした
様々な生活課題が深刻化しています。
　このような状況のもと、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、社協支部を中心とした住民参加、協働による地域での支え合いや災害時・
緊急時の支援に係る事業を中心に推進を図るとともに、福祉サービス利用者の立場か
ら、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の推
進や、介護サービス事業におきましては、独立採算の経営理念のもと効果的で適切な
事業運営に努め、利用者本位で質の高い福祉サービスを実施します。また、社協らし
さのある制度外サービスへの取り組みを通して、「ふれあいのまちづくり」を実現するよ
う専心努力いたす所存でございます。
　もとより微力ではございますが、関係各位のご支援を賜りながら、会長としての責
務を果たす所存でありますので、何卒格別のご指導ご協力を賜りますようお願い申し
上げます。

平成24年度事業報告 「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。

1．第 2 次岐阜市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。

2．福祉サービスの利用支援事業の充実
　福祉サービス利用者を支援する立場から、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
利擁護の推進を図りました。

3．在宅福祉サービスの安定運営
　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、利用者本位で信頼される質の
高い福祉サービスを提供しました。また、介護報酬の改正への対応と、事業の効率化と拡充を図るため、訪問介護、
障がい福祉サービス事業における南部センターを中央センターへの統合を図るとともに、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の拡充を図りました。

〜岐阜市民福祉大会〜
　岐阜市民福祉大会では地域福祉活動者や福祉施設等の役職員、
福祉ボランティアの方々の表彰や、社会福祉活動に協力、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しています。
　今年は10月2日（水）岐阜市文化センターにおいて開催いたしま
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。

市社協の運営
◦理事／監事／評議員会の開催
◦社協会費の募集
◦各種部会／委員会の開催
◦岐阜市民福祉活動センターの管理
　（指定管理者制度）

福祉活動の啓発
◦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.）

▲社協活動にご協力ありがとうございます。
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〜ひとり暮らし高齢者 愛の電話訪問〜
　ひとり暮らしをしている65歳以上の高齢者の
方が、地域で安心して暮らせるよう民生委員が
交代で電話し、健康状態の確認や心配ごとなど
をうかがいます。

〜ふれあい・いきいきサロン事業〜
　同じ地域住民であるボランティアと利用者
（当事者）が協働で企画し、歩いて、気軽に
集まることができる公民館などで、「定期的」
に実施していく楽しい気軽な仲間づくりです。

〜児童と高齢者のふれあい事業〜
　児童や幼児と高齢者との交流を通して、世代
を超えたふれあいの場を設けます。

悩みごとの相談や
　福祉サービス利用の支援
◦心配ごと相談（相談　111件）
◦認知症相談（相談　8件）
◦ひとり暮らし高齢者愛の電話訪問

（電話訪問回数　5,458回）
◦相談セミナーの開催（201名参加）
◦臨時特例つなぎ資金貸付事業（貸付　1件）
◦生活福祉資金貸付事業（貸付　64件）
◦介護相談員派遣事業（28施設　延605回派遣）
◦日常生活自立支援事業（契約　187件）
◦法人後見事業（4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　3,876件）
　・権利擁護業務実施（相談　48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　4,385件）

地域福祉の推進
◦金婚祝いの贈呈（1,071組）
◦社協支部活動への支援
　・ふれあい・いきいきサロン事業（50支部）
　・ひとり暮らし高齢者のつどい事業（36支部）
　・児童と高齢者のふれあい事業（29支部）
　・高齢者介護予防教室事業（24支部）
　・ふれあいメール事業（20支部）
　・支部広報紙発行事業（22支部）
　・子育て支援サロン事業（29支部）
　・支部特色化事業（32支部）
　・福祉委員研修（活動検討）事業（10支部）
　・支え合いマップづくり継続推進事業（2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
◦地域福祉推進フォーラムの開催（200名参加）
◦ふれあい・いきいきサロン活動支援者研修会

（149名参加）
◦支え合いの活動づくり支援事業（1支部）
◦生活・介護支援サポーター養成事業（68名参加）
◦介護予防・家族介護教室事業（7,548名参加）
◦社会福祉施設の地域交流事業実施　（13施設）
◦ひとり親家庭等中学卒業生激励事業（144人）
◦地域福祉推進研修会（5会場　771名参加）
◦共同募金運動、日本赤十字事業への協力
◦岐阜市福祉の店運営事業

▲民生委員さんが電話訪問をしています

▲みんなでワイワイ小物作り等で楽しんでいます。

▲折紙で一緒に遊んでいます。

2013 No.140 3



〜支え合いマップづくり推進事業〜
　支え合いマップは、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。マップづくりを進めていくこ
とで、地域の問題・課題の共有化、問題解決のた
めの方策の検討・実践のためのしくみづくりを話し
合います。

〜勤労者地域デビュー作戦事業〜
　この事業を通じて「で愛ふれ愛街の幸せ隊」グ
ループが誕生しました。
　今まで培ってきた知識や技術・経験を活かし、
地域の生活の困りごとのお手伝いをしています。
合わせて自分自身の生きがいを得ながら幸せな、
まちづくりを目指しています。

〜市内学校等への福祉学習支援〜
　「福祉」を身近に感じてもらうために、福祉教本
「ぐぅ・ちょき・ぱぁ」を作成したり、「車いす」、「ア
イマスク」、「高齢者疑似体験セット」などの福祉用
具を用いて小・中学生等のみなさんに福祉の体験
をしてもらいます。

地域福祉の推進
【岐阜市地域福祉活動計画推進事業】
◦「第2次地域福祉活動計画」関連会議の実施
◦福祉委員制度の設置事業（モデル支部　6支部）
◦「日常緊急時」の連携体制推進事業

　　　　　　　　　（モデル支部　25支部）
◦支え合いマップづくり推進事業

　　　　　　　　　　　　（モデル支部21支部）
◦勤労者地域デビュー作戦事業の実施
　・ボランティアグループ「で愛ふれ愛街の幸せ隊」
　　（活動者数66名　総活動回数197回）
　・「出会いと学びの講座」の開催　（23名参加）

ボランティア活動の推進
◦ボランティア情報紙「にじ」の発行（年11回発行）
◦NPO・ボランティア・生涯学習
　　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　（13名参加）
◦ボランティアステップアップ講座（73名参加）
◦福祉体験サポーター養成講座（35名参加）
◦小・中・高校生向講座の開催（41名参加）
◦市内学校等への福祉学習支援（64件）
◦ボランティア活動保険（14,672名加入）
◦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

在宅福祉サービス
◦ねたきり高齢者理容サービス事業（26回）
◦要介護認定訪問調査事業（調査件数　6,722件）
◦訪問介護事業等制度外サービスの実施

　　　　　　　　　　　　　　（利用者数　283名）
【地域生活支援事業】
◦訪問入浴サービス事業（利用者数　197名）
◦移動支援事業（利用者数　226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　354名）
◦訪問介護事業（利用者数　3,835名）
〔ホームヘルパーの派遣〕
◦居宅介護支援事業（利用者数　6,652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　809件）
【障害福祉サービス事業】
◦居宅介護事業（利用者数　1,344名）
〔ホームヘルパーの派遣〕
◦同行援護事業　（利用者数　169名）

▲マップを使って地域の情報を共有しています。

▲網戸の修理をみんなで勉強中！

▲高齢者疑似体験で発見、新聞をめくることって難しい？！
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平成24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12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   10,000円 
●福祉ボランティアへ
　・西村馨   2,060円 
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体験を通じてわかった
こと、得たことが多かっ
たです。

ボランティア活動をやりたいなと思っていても電話す
る勇気がなかった私が講座をきっかけに活動への
1歩を踏み出すことができました。

ただいま募集中！！

「ぼらんてぃあで

　イキイキ元気講座」 どなたでも参加できます！
お待ちしています！！

　いつまでも「自分らしくイキイキと暮らしたい」そんな願いを叶えるためのあなたの元気に
つながる講座です。
　ボランティア活動を実践している方たちやボランティアを必要としている方のお話や自らの
体験を交えながら、一緒に学習を深めませんか！！

日　　時 内　　容 講　　師

1
7月24日（水）
13：30〜15：30

ボランティアで楽しさ倍増！

◦「自分にできること挑戦中！」

◦「遊びは心と体のエネルギー」

ボランティアグループレインボー

藤澤　美幸 氏
NPO法人岐阜県レクリエーション協会

髙田　　保 氏

2
7月31日（水）
10：00〜15：00

 やさしさとつながろう！ 

◦「つながる心」

◦「被災地の子どもたちとともに」

◦「視覚障がい者のくらしと関わり」

◦「福祉体験サポーター会の活動紹介」
◦「体験（アイマスク・車いす）」

で愛ふれ愛街の幸せ隊 川村　純子 氏
岐阜キッズな（絆）支援室 若岡ます美 氏
岐阜市視覚障害者福祉協会 増井貴久美 氏

ボランティアグループ 福祉体験サポーター会

3
8月6日（火）
9：30〜13：00

 聞き上手になろう！ 

◦「大切にしたいコミュニケーション」

◦「ボランティア活動のポイント」

NPO法人岐阜いのちの電話協会

子安　崇雄 氏
岐阜市社会福祉協議会

昨年の様子

▪申 込 先：岐阜市社会福祉協議会　　
▪締め切り： 7 月19日（金）申込み順
▪Ｔ Ｅ Ｌ：255-5511　▪Ｆ Ａ Ｘ：255-5512
①氏名、②住所、③電話番号、④年齢をお伝え下さい。

車いす体験の様子

レインボーかるたとり大会の様子

ボランティア情報紙「にじ」発送の
お手伝い体験中…
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1日目、3日目は
親子で参加して

頂けます。

チャレンジ！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27日㈯　 9 ：30〜11：30
　　　　　　　　車いす・アイマスク体験（親子で）
　 7 月28日㈰　13：30〜15：30
　　　　　　　　視覚障がい者の方と卓球体験
　 8 月 4 日㈰　 9 ：30〜11：30　点字を学ぼう（親子で）
◎会　場／岐阜市民福祉活動センター、市民総合体育館
◎定　員／20名
☆締め切り… 7 月19日㈮

◎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30日㈫　10：00〜正午　　点字を学ぼう
　 8 月 9 日㈮　10：00〜15：00
　　　　　　　　手話を学ぼう、障がい児保育について
　 8 月21日㈬　 8 ：30〜16：00
　　　　　　　　障がい児保育ボランティア活動
◎会　場／岐阜市民福祉活動センター、岐阜大学
◎定　員／20名
☆締め切り… 7 月19日㈮

ボランティア塾

青少年
ボランティアスクール

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氏名　②住所　③電話番号　④学校名　⑤学年　をお伝え下さい。

親子で車いすの使い方を学びます。サポーター
さんに教えてもらいお母さんを介助しています。

サマースクールの様子

夏休み
　いよいよ夏休み！この長〜〜い休みを利用して、ちょっと福祉について学んでみませんか。学校とは
違う体験ができ、これからの学校生活の中でもとても大切な事が学べます。
　小学生と中・高校生の講座を計画しています。たくさんのお申込みをお待ちしています！
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共同募金配分レポート

　どんな障がい者も活き活きと暮らしていける社会の実現を目指し、障がい者とその家族、
職員、地域の人々と力を合わせて活動しています。知的な障がいのある人に対し、障がいの
程度、種別に応じた適切な支援方法によって、療育的な面も配慮しながら作業訓練を行い、
集団における協調性を養い、社会の中で自立していけるように援助を行なっています。

　重度心身障がい者をはじめ、体
温の調整が難しい方が多く、配分
を受け、空調設備を更新し作業環
境が改善されたことにより、利用
者が安心して活動でき、自立の向
上につながりました。さらに、空
調にかかる諸経費も大幅に削減す
ることが出来ました。

　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／社会福祉法人いぶき福祉会　第二いぶき
（生活介護事業所）

共同募金配分事業／作業環境及び健康管理に係わる空調設備更新事業

ふれあい・いきいきサロン活動支援者研修会
　本会では、50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25年7月29日（月）、平成25年8月29日（木）
　　　　　　　午後1時30分〜午後4時
▪場　　　所／長良川国際会議場（岐阜市長良福光2695－2）
▪内　　　容／【実践発表】　寸劇　「老いのひとりごと」
　　　　　　　　　　　　　　　発表：宮下いきいきサロン

　四ツ葉のクローバー会（社協柳津支部）
　　　　　　　 【体験学習】　「サロン活動に活かせるレクリエーション」
　　　　　　　　　　　　　　　講師：NPO法人　岐阜県レクリエーション協会

井　島　　学 氏
▪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
▪お申込み先／ 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。
　　　　　　　※両日とも同じ内容で開催します。
▪締め切り／ 7 月17日（水）

・ サロンを紹介してくださった皆さんが本当に楽し
く明るくしておられたのが印象的でした。

・ 大変参考になりました。
・ さっそくサロン活動にとり入れていきたいと思

いました。　など
〔アンケート結果より〕

昨年のサロン活動紹介の様子

みなさん真剣に… そして楽しく… 学習中！！
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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のために

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24年度
総額 29,719,380円

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
◦支え合い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。

市社協が行う地域福祉事業へ
◦ 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24年度　岐阜市社会福祉協議会が行った事

業の詳細は本誌P 2 〜 4 に掲載しております。

▲子育て支援サロンの様子

社協会費は福祉事業に
使われています

　社協会費の約70％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。
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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

社協の情報ひろば

③介護予防教室
◦定　員　20人

日　程 内　　容 場所（地区） 時　間
7 月4 日㈭ なつかしのメロディーで脳いきいき サンライフ　彦坂（方県） 午後 1 時30分から3 時
7 月11日㈭ 心と身体の健康に笑いヨガを 大洞岐協苑（芥見東） 午後 1 時30分から3 時
7 月12日㈮ くちびるに歌を　心に太陽を シャローム・みわ（三輪北） 午後 2 時から3 時30分
7 月16日㈫ 暮らしに役立つチェアエクササイズ やすらぎの里　川部苑（七郷） 午後 2 時から3 時30分
7 月18日㈭ なつかしのメロディーで脳いきいき さくら苑（網代） 午後 1 時30分から3 時
7 月25日㈭ 心と身体の健康に笑いヨガを ささゆり（芥見東） 午後 1 時30分から3 時
8 月30日㈮ 笑顔で健康いつまでも　脳トレ筋トレ笑っトレ シャローム・みわ（三輪北） 午後 2 時から3 時30分
9 月10日㈫ 免疫力アップ！自分でできるリンパマッサージ サンライフ　彦坂（方県） 午後 1 時30分から3 時
9 月17日㈫ 免疫力アップ！自分でできるリンパマッサージ ラ・ポーレぎふ（鏡島） 午後 1 時30分から3 時
9 月20日㈮ 免疫力アップ！自分でできるリンパマッサージ ささゆり（芥見東） 午後 1 時30分から3 時
9 月24日㈫ 免疫力アップ！自分でできるリンパマッサージ 大洞岐協苑（芥見東） 午後 1 時30分から3 時
9 月26日㈭ リズムに合わせて脳トレ さくら苑（網代） 午後 1 時30分から3 時
9 月30日㈪ 暮らしに役立つチェアエクササイズ ロイヤルコート寺田（合渡） 午後 2 時から3 時30分

①運動指導教室　8日間で1コース
◦時　間　午後 1 時30分〜 3 時
◦定　員　30人
◦場　所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）

日　程 内　　容

1
コ
ー
ス

8 月28日㈬ ストレッチング、体力測定
9 月4 日㈬ 運動と体力
9 月11日㈬ ストレッチング
9 月18日㈬ 有酸素運動
9 月25日㈬ ウオーキング
10月2 日㈬ 筋力トレーニング
10月9 日㈬ トレーニングの基礎原則
10月16日㈬ ストレッチング、体力測定

②五感健康法教室　3日間で1コース
　（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〜
◦時　間　午前10時〜11時30分
◦定　員　30人
◦場　所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）

日　程 内　　容

1
コ
ー
ス

8 月9 日㈮ くちびるに歌を　心に太陽を

9 月6 日㈮ 免疫力アップ！！ 自分でできるリンパマッサージ

10月18日㈮ 心と身体の健康に笑いヨガを

④食をかんがえよう○得教室　3日間で1コース（栄養改善教室）
◦時　間　午後 1 時30分〜 3 時　　◦定　員　20人
◦場　所　島公民館（北島7-6-12）、岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）、鶉公民館（中鶉7-11）
　　　　　長森コミュニティセンター（前一色1-2-1）

○得 教室
（島公民館）

○得 教室
（岐阜市民福祉

活動センター）

○得 教室
（鶉公民館）

○得 教室
（長森コミュニ
ティセンター）

内　容

第1回 7 月16日（火）8 月20日（火）9 月5 日（木）10月1 日（火）食事は健康づくりの基本（低栄養にならないための食生活とは）
第2回 7 月23日（火）8 月27日（火）9 月12日（木）10月8 日（火）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（火）9 月3 日（火）9 月19日（木）10月22日（火）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）
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鍵屋
バス停
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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

ホームヘルパー
募集中！！

◦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、五感健康法、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。
◦お申込み先　岐阜市社会福祉協議会　中央センター　TEL255-5010　FAX255-5011

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

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

＊＊岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ＊＊

⑤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
◦場　所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）
◦定　員　 30人（毎回好評のため、申し込みが多数の

場合は抽選とさせていただきます。なお、
申し込みは年間1回のみとなります。）

※ 自己負担（材料費）500円いただきます。

日　程 内　　容
8 月19日㈪ 葉の色を楽しむ寄せ植え
9 月2 日㈪ 季節の移りかわりを楽しむ寄せ植え

⑥転倒予防教室
◦時　間　午後 1 時30分〜 3 時
◦定　員　30人
◦場　所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）

日　程 内　　容
10月10日㈭ 音楽に合わせて楽しく体を動かしましょう

⑦介護予防教室
◦時　間　午後 1 時30分〜 3 時
◦定　員　30人
◦場　所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）

日　程 内　　容
9 月6 日㈮ 歌で遊ぼう 心も体も脳も元気に

お申し込み
について

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

●主な活動内容は、身体介護、生活援助、外出支援です。
●登録できる方
　・ 20歳以上の方で、介護福祉士、あるいは、ホームヘルパー養成研修2級課

程・介護職員初任者研修課程・ガイドヘルパーの講習を修了された方
　・週に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！！【賞与年2回あります。】
　詳しくはTEL255－5511　在宅福祉グループまでお問い合わせください♪

空いた時間に活動してみませんか？！
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　時季にあった健康の話や健康体操を行った後は、「ふるさと」を歌い
懐かしみました。

　緩やかな体操を音楽に合わせ、時にはくちずさみながら、らくらく体操
をしました。ベルトと一緒にギュ〜っと腕を伸ばしました。体操のあと、
体がすっきりして体を動かす楽しさを味わいました。

　新しくサロンが誕生しました。毎月第 2火曜日（13：00〜14：45）。午
後 1時から始まる事から「ごいち会」と命名されました。手遊び、音楽を
聴き、歌い、歴史や昭和を語りとても和やかな時を過ごしました。

足や手のツボのマッサージを行ない、心も体もリラックスできました〜。

　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 4 水曜日

木之本公民館

年10回

旧 小谷クリーニング店

木之本支部 ふれあいいきいきサロン

岩野田北支部 ふれあいいきいきサロン「ごいち会」

日置江支部　日置江いきいきサロン

三輪北支部 岩いきいきサロン

毎月第 4 木曜日

日置江公民館

毎月第 3 木曜日

岩区公民館

　毎月 1 回、健康相談日に開催されます。「健康で美し
く老いる」をスローガンに仲間と一緒に楽しい時間を過
ごします。

　岩野田北公民館（ 1 F・2 F）・東粟野公民館の 3 か所
で行われていましたが、今年度から 4 か所となりました。
「生きがいづくりや地域の交流を深めるために」とどこ
のサロンも年10回開催されます。

　日置江サロンは、初めての方でも気軽に参加できるよ
う、役員の皆さんで試行錯誤しながらフットセラピーや
ゲーム等を計画されています。

　三輪北支部では、三楽園サロンにかわり、4 月から始
まった、できたてほやほやのサロンです。グランドゴルフ
で汗をかいた後は、さらに参加者が加わり20人ほどのサロ
ンです。6 月には三輪北公民館でのサロンも始まります！！
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