
NO.142
2014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26年1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。

▪新年のあいさつ・寄附のお礼   2
▪赤い羽根共同募金   3
▪社協会費のお礼及び実績報告   4〜5
▪支え合いの活動づくり支援事業   6〜7
▪子ども・ 3 世代交流ボランティアフェスティバル   8
▪社協の情報ひろば   9〜11
▪いきいき社協支部活動   12

目　次

▲芥見東支部の活動紹介

▲講演の様子

人と人のつながりから
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岐阜市社会福祉協議会

会長　髙木　信男

　新年明けましておめでとうございます。
　謹んで年頭の御挨拶を申し上げます。
　旧年中会員の皆様には、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、少子・高齢社会が進行し、家族機能の低下や、地域のつながりが希簿化するなど、地域社会
を取り巻く環境が大きく変化しています。また、このような変化を背景とした高齢者の孤立や、子育
てに対する不安、虐待、災害時要援護者への対応など安全・安心な地域生活を揺るがす問題が数多く
顕在化している中で人と人との「繋がり」の重要性、自分や家族の努力【自助】と公的な支援【公助】
に加え、地域の中でともに助け合い、支え合い、皆様が笑顔で安心して暮らすことのできる地域づく
り【共（互）助】が今、あらためて求められています。
　私ども社会福祉協議会としまして、「地域福祉活動計画」のもとに、「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」を重点とした地域福祉事業に取り組むことにより、住民の皆様と一体となった福祉活動を
推進していきます。
　また、ふれあい・いきいきサロンの開催や日常生活自立支援事業、岐阜市ボランティアセンター事
業を推進し、誰もが住み慣れた地域で家族や友人と心豊かで、安心安全にいきいきとした生活ができ
る社会福祉の実現に向けて努力していきます。
　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。

　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26日から12月17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
　◦有限会社若宮土地利用サービス   2,000円
●福祉ボランティア基金へ
　◦西村　馨   1,160円
●福祉サービス利用支援基金へ
　◦出口　順子、井口　茂子   83,776円
●物品
　◦岐阜県生命保険協会   車両 1 台
　◦岐阜聖徳学園大学附属中学校生徒会
　　　   車いす 2 台

あたた
かな心ありがとうございます！！

公益財団法人JKAより訪問入浴車購
入のための補助金をいただきました。

岐阜県生命保険協会より、地域福祉車両を寄贈
していただきました。

　在宅での入浴サービスを提供するための車両の
老朽化に伴う買い替えにあたり、公益財団法人JKA
（競輪）より多額の補助金をいただきました。
　新しい訪問入浴車で、より効率的で質の高いサー
ビスを利用者の皆様に提供させていただきます。　この寄贈は、岐阜県社会福祉協議会を通じ、県内の市町村社

協に贈られるもので今回は当会がいただくこととなり、11月 7 日
（木）に岐阜県福祉農業会館において贈呈式が行われました。
　寄贈された車両は地域福祉活
動計画において策定した地域福
祉事業を推進する地域活動コー
ディネーターで活用していきたい
と思います。本当にありがとう
ございました。

KEIRINのロゴが
入ったカラフル
な訪問入浴車で、
快適な訪問入浴
サービスの提供
に努めます。

●東日本大震災義援金
　①岐阜市立看護専門学校学生自治会   67,680円

　②岐阜市北部コミュニティセンター運営委員会
　　北部コミュニティセンター・サークル連絡協議会
　　　   10,424円

　岐阜聖徳学園大学附属中学
校生徒会の皆さんから車いす
を寄贈していただきました。
車いすは一時的な理由で歩行
が困難な方への貸出等に使用
させていただきます。
　ありがとうございました。

① ②
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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
　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
出来ました。
　いただきました募金は、福祉施設や
福祉団体、社会福祉協議会などを通じ
て、地域の高齢者や障がいのある人な
ど、さまざまな手助けを必要としてい
る人々が安心して生活を送れるように
役立てられています。
　さらに、災害時には「災害ボランティ
アセンター」の設置や運営など、被災
地支援にも役立ちます。

▲10月1日　JR岐阜駅
　平成25年度共同募金運動開始！！
　今年は愛ちゃんと希望くんも一緒に

▼10月20日　岐阜県立みどり荘祭
　 施設の職員さんを中心として、積極的に活

動していただき、より多くの人に共同募金を
知ってもらうことが出来ました！

▼12月14日　マーサ21
　 島中学校陸上競技部の皆さんが、寒い中、45

名で声を合わせて活動しました！大黒町ディサービスセンターに赤い羽根
自動販売機を設置していただきました！

▼ 11月24日　カラフルタウン岐阜
　柳津スポーツ少年団が大活躍！
　 境川中学校からもボランティアとしてお手伝いに来てくれました！

FC岐阜の
選手の方にも、

ボランティアとして
街頭募金活動に

参加していただきました！

市内15ヵ所目！

設置場所／岐阜市大黒町3-12-1
　　　　　大黒町ディサービスセンター
　この自動販売機で飲料水を購入することで、
売り上げの一部が共同募金に寄付されます。
　また、共同募金会では、赤い羽根自動販売
機の設置・推進を図っています。
　皆様のご協力をお願いいたします！
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【地域福祉活動計画と岐阜市地域福祉計画との関係図】

地域福祉推進の理念・方向性、地域の福祉課題・社会資源状況
（共有）

公民のパートナーシップによる計画 民間相互の協働による計画

岐阜市
地域福祉活動計画

岐阜市
地域福祉計画

住民参加

住民参加の取り組み
民間活動の基盤整備

　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ふれ
あい・いきいきサロン、子育て支援サロンの開催や世代間交流事業、福祉委員の推進や支え合いマップづく
り等の地域福祉活動や、地域福祉に関する各種研修事業、ボランティア育成や福祉教育の推進としたボラン
ティアセンター事業として活用していきます。

社協会費総額 28,726,224円
社協会費を活かしていきます！ 平成25年12月17日現在

普通会費   22,224,124円
特別会費（個人）   2,786,100円
特別会費（法人）   2,764,000円
施設・団体会費   412,000円
賛助会費   540,000円

社協会費にご協力いただきありがとうございました。

第35回岐阜市民福祉大会が開催されました

次期地域福祉活動計画を岐阜市地域福祉計画（行政計画）と
一体的に策定していきます

　10月 2 日岐阜市文化センターにおいて、岐阜市と共催で第35回岐阜市民福祉大会を盛会に終えることができまし
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、援助されました団
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。
　漫才師の島田洋七さんの「がばいばあちゃん健康講演会」と
題してご講演がありました。がばいばあちゃんとのエピソード
を交えながら、人生を楽しく生きるためのヒントを語っていらっ
しゃいました。

地域福祉活動計画とは…
　住民がつながりたすけあえる地域社会を再生し、地域福祉を創造するためには、地域の仕組みや環境を整えていかなけれ
ばなりません。
　しかし、時代の移り変わりとともに住民の価値観や置かれている状況は大きく変わり、また多様化しています。このような
状況下で、「向こう三軒両隣」に代表される地域の支え合い活動を推進していくためには、住民の中から自主的、自発的に生
まれた新しい地域づくりの思いを具体化し、計画的に進めていけるような行動指針づくりが必要となります。
　社協が中心となり多くの住民代表やボランティア、福祉団体の方の参加を得て、住民の行動指針として地域再生の礎になる
ことを願って策定された民間による自主的な計画です。
岐阜市地域福祉計画との関係
　岐阜市（行政）において策
定された地域福祉計画と地域
福祉活動計画は、地域におけ
る生活課題や地域福祉推進の
理念などを共有する対をなす
計画です。地域福祉計画には、
「民間相互の協働による自主
的、自発的な行動計画である
地域福祉活動計画を支援し、
住民参加の取り組みや民間活
動の基盤整備を進める」といっ
た内容が盛り込まれています。
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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 医療法人いちだクリニック
2口 操外科病院

株式会社戸羽新
中日技研株式会社
岐阜なずな学園
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

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
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
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
岡田眼科
加納内科
よしだファミリークリニック
コスモス薬局
石川内科クリニック
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
高橋産婦人科
魚松
平三株式会社（紙の愛林）
鶯谷中学・高等学校
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
株式会社ダブル・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
善行寺
森歯科医院
株式会社トオヤマ

1口 株式会社伊藤紙器
達磨円覚大師教団（達磨大師堂）
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
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
岐阜日石株式会社
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
山田メディカルクリニック
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
株式会社遠藤造林
有限会社小関商店
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
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

1口 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
岩砂歯科クリニック
高木医院
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
株式会社関西地学協会
社団法人岐阜病院
社会福祉法人舟伏
株式会社ガイアートＴ・Ｋ
前田建設工業株式会社
　中部支店防衛日野作業所
株式会社のはら
株式会社唐箕屋本店
株式会社大島商会
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
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
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
朝日大学PDI岐阜歯科診療所
アーフェリーク迎賓館
日本興亜損保株式会社岐阜支店
藤橋米穀株式会社
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
株式会社ホテルパーク
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

1口 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
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
石山泌尿器科皮膚科
いなば内科
角田接骨医院
麩兵
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
株式会社大丸グラフィックス
岐阜電財株式会社
社会福祉法人　和光会
医療法人社団　友愛会
社会福祉法人　井ノ口会
なかよし岐阜南保育園
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
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
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
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
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
みずほ証券株式会社　岐阜支店
株式会社松籟
濃尾電設株式会社

（敬称略・順不同）
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金華支部　新たな転換期を迎えて 黒野支部　安心で安全なまちづくりを目指して厚見支部　安らぎのあるまちづくりを目指して

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。
　平成25年度は、金華地区、黒野地区、厚見地区の 3地区が指定を受け、社協支部を中心に各種事業に取り組ん
でいます。

　金華地区は、「高齢者が 3人に 1人強」と市内の平均水準より大幅に
高く、今後も「おひとり暮らし」等高齢者の更なる増加に対応していく
必要があります。
　2015年度の介護保険制度の見直しに向け、国では「要支援認定者へ
の給付」を介護保険から切り離して市町村に移管するとの議論もされ
ており、地域福祉への期待も一層高まるとみられています。
　また、母子家庭やその他の分野にも福祉課題はあり、懸念されている
“大災害”の発生に備え、地域として要支援者等への支援の在り方を
検討し、それを「福祉委員」等に周知し続けていくことも重要な課題
と考えています。

◦ふれあい・いきいきサロンの充実
　金華公民館が自宅から遠くて参加でき
ない高齢者の参加を促すために、新たに
写真スタジオだった店舗をサロンとして
開設しました。子どもと高齢者が将棋や
囲碁を通して交流できるスペースを確保
することができました。

◦見守りネットワークの活動の構築
　社協厚見支部では、1年目の取り組みとし
て領下支部（領下自治公民館）を中心に、
支部長、公民館長、自治会長、女性の会、
老人クラブ、民生委員で「見守りネットワー
ク」を構築し、福祉課題を話し合う機会を
設けるところから始めました。 ◦緊急時の要支援者マップづくり

　33人の自治会長がいきいき福祉委員に
なり、民生委員児童委員協議会、まちづ
くり協議委員会の皆さんと高齢者の福祉
マップを作成していきます。

◦新たなサロンの立ち上げ
　ふれあい・いきいきサロンを厚見公
民館で行っているが、「自宅からは遠い
ため、身近なところでサロンを開催し
てもらえると参加しやすいよね」と参
加された方の声を吸い上げ、領下地域
の高齢者が歩いて行ける範囲にサロン
を立ち上げることができました。

◦お助けマーク（命のバトン）活動
　救急医療キット（命のバトン）を作製し、
地域で開催されるふれあい・いきいきサ
ロンなどを通じて、76歳以上のひとり暮ら
しの高齢者に命のバトンを配布していき
ます。今後は、高齢夫婦世帯に対象を拡
大して配布する予定です。

◦緊急医療情報・お助けマークの充実
　金華地区では、牛乳ビンを利用した
緊急医療情報・お助けマークを冷蔵庫
で保管する活動を市内でいち早く取り
入れて実施しています。この取り組み
は、在宅時のみ有効であり外出時に
も必要であることから、新たに携帯用
（ケース付）を2,000部作製しました。
ひとり暮らし高齢者、高齢世帯だけで
はなく、回覧板で周知し希望される方
に配布していく予定です。

　黒野地区は、岐阜市の北西部に位置し、33の単位自治会で構成されて
います。転入者と古来の居住者との混在の地区があり、古来だけの地
区と転入者だけの地区では、伝授文化の違いもでます。そして、岐阜
市の世帯構成のデータでもあきらかなように65歳以上の高齢者の割合
が25％以上の「超高齢社会」となり、ひとり暮らしの高齢者と高齢者だ
けの世帯、二世帯同居でも昼間はひとりになる世帯や、同じ敷地内でも
別棟住まいの高齢者など高齢化・核家族化への傾向が急増しています。
　黒野支部では、「向こう三軒両隣」の心の再構築が必要であるとの認
識から、①見守りネットワーク活動の構築、②緊急時の要支援者マップ
の整備、③ふれあい・いきいきサロンの充実、④お助けマーク活動、
⑤福祉人員体制の強化などを充実させ地域住民の安心・安全な町にす
るため、まちづくり協議会を設立しました。

　厚見地区は、岐阜市で人口が 2番目に多い地域です。高齢人口は、
1番多く高齢化率25.6%（H25.10. 1 現在）も岐阜市の平均を少し上
回ったところです。高齢者が多いため、平時からの地域での見守り活
動を重要な課題だと捉えています。孤独死を地域内でひとりも出さない
「安心・安全な街づくり」の実現を目指して、自治会、民生委員児童
委員協議会、老人クラブ、女性の会等の各種団体と協力し、見守りの
体制づくりや活動に取り組んでいきたいと考えています。

補助金を活用して遊び道具等を購入しました

補助金を活用して整備することができました

サロン「よろか」（伊奈波）

エアコンの設置

探偵トンネル

牛乳ビンによる救急医療情報の保管

救急医療情報カード（携帯用）

わなげ9＆Q

ドレミマット

第1回サロンの様子

ボウリング・シャトル

マップづくり講習会の様子 ▼

▲救急医療キットの保管方法の説明

▲ �サロン会場で
救急医療キッ
トを手渡す、
いきいき福祉
委員の皆さん

パソコン、プロジェクター、書画カメラ、プリンターなど

補助金を活用して地域活動に役立つ
備品を揃えることができました。

グラウンドゴルフセット

さっそく、
グラウンドゴルフを

楽しみました。

金華支部　取組①

厚見支部　取組①

黒野支部　取組①

厚見支部　取組②

黒野支部　取組②

金華支部　取組②

スクリーンとプロ
ジェクターで映画
の上映も可能に

暑い日も寒い日も、快適
に活動ができます

金華公民館での
子育てサロンで
大人気！

足と脳への刺激
で介護予防

領下地域
安らぎサロン会の誕生
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22ふれあい福寿会館

岐阜駅

南警察署

岐南インター
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Ｊ
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線
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古
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線

NPO・ボランティア・生涯学習

授産製品の販売コーナー

交流コーナーでふれあって笑顔いっぱい

ステージ発表で楽しんで

　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！

◦時間／10：00～15：00
◦場所／ 2 階アトリウム、 3 ・ 4 階会議室、 3 階廊下（体験は

一部材料費必要）
◦内容／ ボランティア・市民活動、生涯学習への出会いの場、

相談の場や、子供から大人まで楽しめる物づくり、
遊び体験を設けています！

◦ 岐阜県内の授産所が心を込めた製品を販売
します。是非お立ち寄りください。

◦時間／12：00～13：00（予定）
◦場所／ 2 階アトリウム特設ステージ
◦内容／ 各団体が企画した楽しいパフォー

マンスがあります！

会場／ふれあい福寿会館 2〜4階（岐阜市薮田南5-14-53）
平成26年2月22日㈯　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

昨年の様子

子ども・3世代交流

思い出の写真を持ち
よって、オリジナル
の缶バッチを作ろう！

震災に備えて家族全員で防災
を意識することが大切ですね。

平成26年度に開催される
第23回 全国ボランティア

フェスティバルぎふのPRに
岐阜県「社協マスコットキャラクター」

ともにんも来るよ♪
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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、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。
●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26年 1 月20日㈪から 2 月14日㈮（祝日を除く）
　　　　　　　午前10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

＊＊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。

2014 No.142 9



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

社協の情報ひろば

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・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
　◦ 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214-6028（直通）　
※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

例えば…こんな研修・会議に利用できます。
　・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、利用料の

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

▲中会議室 ▲センター案内図
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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

＊＊岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ＊＊

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）「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26年 2月13日㈭ 暮らしに役立つチェアエクササイズ シャローム・みわ（三輪北） 午後 2時から3時30分

平成26年 2月18日㈫ くちびるに歌を　心に太陽を エトワールずいこう（網代） 午後 1時30分から3時

平成26年 2月25日㈫ 笑顔で健康いつまでも　脳トレ筋トレ笑っトレ ウェルビュー明郷（本郷） 午後 1時30分から3時

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。

転倒予防教室 運動指導教室 栄養改善教室 園芸健康法教室

定員20人
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　毎回、三味線の伴奏に合わせた懐かしの歌は、一味違ったひと時
が過ごせます。

　伸縮性のある編み物を使ってのストレッチ運動。リズムに合わせて
心も体もリラックス。そのほか大道芸を観て楽しみました。

　新聞紙・ビニール袋・輪ゴム。どこの家庭にもある物を使い昔懐か
しいヨーヨーを作りました。水風船と違って水が入っていないので、割
れる心配がありません。

　グループに分かれて、色々な色の数字をひもに通していく遊びで競い
合いました。「次は6だね。」「次は7 」「次は…」と声をかけあいながら、
皆でワイワイ楽しみました。

NO.142
2014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26年1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

年 2回

河渡公民館

毎月第 1水曜日

福富西公民館

合渡支部　ふれあい いきいきサロン

三輪南支部　福富西ふれあいサロン

長森東支部　天池いきいきサロン

長良西支部　いきいきサロン太田

隔月第 2火曜日

天池公民館

毎月第 1木曜日

太田公民館

　春と秋に自治公民館 4ヶ所で介護の寸劇・音楽療法・
大道芸・防犯の講話など高齢者の方を対象に「健康でい
きいき暮らそう！」と開催されています。

　現在16か所でサロンが開催されています。どのサロン
もお茶会や筋トレ・脳トレ・物づくり・花見など内容をそ
れぞれ工夫され行われています。

　長森東支部では、 6ヶ所でサロンが行われています。
健康講話や歌、健康体操、脳トレなど、皆で楽しいひと
ときを過ごします。

　支部内に3か所、気軽に歩いて行けるサロンがあり、
このサロンでは、懐かしの歌、筋トレ体操、小物づくり
などで楽しみ、温かな雰囲気のサロンです。
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