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▪開催日／平成26年9月27日（土）・28日（日）
▪会　場／長良川国際会議場、岐阜都ホテル ほか

「第23回全国ボランティアフェスティバルぎふ」
「ふれあい・いきいきサロン全国研究交流会」

が開催されます

　全国ボランティアフェスティバルは、ボランティア・市民活動に関する
全国的な情報交換・交流の場として開催され、28日㈰には、ふれあい・
いきいきサロン全国研究交流会も同時開催いたします。
※詳細は 6 〜 7 ページをご覧ください。

開催に向けて準備を進めています！



平成25年度主な事業報告 「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の提供を図りました。また、岐阜市介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、
ケアマネジメント事業、ホームヘルプ事業を実施して、要支援者、二次予防事業対象者へのサービスの拡充
を図りました。

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.or.jp）

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12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（22名参加）
◦ボランティアステップアップ講座（58名参加）
◦小・中・高校生向講座の開催（34名参加）
◦市内学校等への福祉学習支援（66件）
◦ボランティア活動保険（14,558名加入）
◦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等への支援

在宅福祉サービス
◦ねたきり高齢者理容サービス事業（31回）
◦要介護認定訪問調査事業（調査件数　6,486件）
◦訪問介護事業等制度外サービスの実施
　　　　　　　　　　　　　（利用者数　201名）
【介護保険事業】
◦訪問入浴介護事業（利用者数　297名）
◦訪問介護事業（利用者数　3,981名）
〔ホームヘルパーの派遣〕
◦居宅介護支援事業（利用者数　6,312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　973件）
【障害福祉サービス事業】
◦居宅介護事業（利用者数　1,355名）
〔ホームヘルパーの派遣〕
◦同行援護事業（利用者数　183名）
〔ホームヘルパーの派遣〕
【地域生活支援事業】
◦訪問入浴サービス事業（利用者数　232名）
◦移動支援事業（利用者数　248名）
〔ガイドヘルパーの派遣〕

▲小・中・高校生向講座の様子
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【岐阜市地域福祉活動計画推進事業】
◦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　17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76名　総活動回数199回）
　◦「出会いと学びの講座」の開催（23名参加）
◦金婚祝いの贈呈（1,114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（34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（26支部）
　◦ふれあいメール事業（20支部）
　◦支部広報紙の発行事業（28支部）
　◦子育て支援サロン事業（33支部）
　◦支部特色化事業（33支部）
　◦福祉委員研修（活動検討）事業（ 9支部）
　◦支え合いマップづくり継続推進事業（ 7支部）
　◦「日常緊急時」の連携体制継続推進事業（10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（192名参加）
◦ふれあい・いきいきサロン活動支援者研修会の開催（202名参加）
◦支え合いの活動づくり支援事業（ 3支部）
◦生活・介護支援サポーター養成事業（80名参加）
◦介護予防・家族介護教室事業（7,732名参加）
◦社会福祉施設の地域交流事業（13施設）
◦ひとり親家庭等中学卒業生激励事業（123名）
◦地域福祉推進研修会の開催（ 5会場　762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

◦心配ごと相談（相談　155件）
◦認知症相談（相談　15件）
◦ひとり暮らし高齢者愛の電話訪問
　　　　　　　　　（電話訪問回数　5,031回）
◦相談セミナーの開催（173名参加）
◦生活福祉資金貸付事業（貸付　61件）
◦介護相談員派遣事業
　　　　　　　　　　（29施設　延640回派遣）

◦日常生活自立支援事業（契約　234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　3,227件）
　◦権利擁護業務実施（相談　78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　4,776件）

悩みごとの相談や福祉サービス利用の支援

地域福祉の推進

▲ボランティアグループ「で愛ふれ愛街の幸せ隊」
　網戸張りの講習会の様子

▲子育て支援サロンの様子

▲�ふれあい・いきいきサロン活動支援者研修会
　身近なものを使った小物作りの様子
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平成25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）
　 3月25日から 6月13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
　・藤井教男�� �50,000円 
　・本荘婦人会�� �50,000円 
　・匿名�� �10,000円
　・有限会社若宮土地利用サービス
　　　�� �2,000円

●福祉ボランティアへ
　・日本郵趣協会岐阜支部
　　　�� �1,600円

※�事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録は、本会事務局にて閲覧することができます。
　またホームページにも掲載しておりますのでご覧下さい。
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みなさまの
会費はこのように活用されています。

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！！

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25年度
総額 29,584,624円

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。
特別会費（法人） 一口

10,000円

施設・団体会費 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 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。

　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。

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

市社協活動社協支部活動
　岐阜市社会福祉協議会では、市内全
域を対象に地域で活用できる講座の開
催や、ボランティア活動の推進を中心
に事業を行っています。
◦�地域福祉に関する各種研修事業
　�　地域福祉の向上を目的に様々な地
域事業に関する研修を実施しています。

　◦岐阜市民福祉大会
　◦各種ボランティア講座
　◦勤労者地域デビュー作戦
　◦地域福祉推進フォーラム� など
◦�その他、社協の運営費としても充当
されています。
※�平成25年度岐阜市社会福祉協議会が
行った事業については本誌 2 〜 3
ページに掲載しております。

使われています
社協会費は地域福祉活動に
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1 日目（ 9 月27日） 2 日目（ 9 月28日）

12：30〜12：55　おもてなし演奏
13：00〜13：40　開会式
13：45〜14：45　記念講演
15：00〜16：30　清流トーク・セッション 第 1 部
16：40〜17：15　 1 文字造語表彰式
17：45〜19：15　交流会※

（※交流会費には別途5,000円がかかります。）

9 ：00〜12：00

13：30〜13：40
13：40〜15：00
15：05〜15：40

分科会（29分科会）
　支え合い部会（ 8 分科会）
　ボランティア・福祉教育部会（ 9 分科会）
　防災・減災部会（ 5 分科会）
　まちづくり部会（ 7 分科会）
わがまち岐阜清流の歌
清流トーク・セッション第 2 部
引継式・閉会式

平成26年度第23回

　ふれあい・いきいきサロン活動は、単なる住民同士の交流の場だけではなく、福祉関係者からの情
報提供や地域の状況を把握するために必要不可欠なものとなっています。今後は、高齢の単身世帯等
の増加に伴い孤立させないための見守り機能や介護予防の拠点としても効果が期待されます。この研
究交流会は、全国ボランティアフェスティバルの中の分科会の1つとして、本年度は岐阜市で開催さ
れ、他のサロン活動を学びながら、地域での顔の見える関係・居場所づくりを目的として開催します。

交流会テーマ／あなたのまちの
　　　　　「顔の見える関係・居場所づくり」

日　　程

9 ：00〜 9 ：10 開会 主催者・来賓あいさつ

9 ：10〜10：15 基調講演 ルーテル学院大学大学院
社会福祉学専攻主任・教授　和田　敏明さん

10：15〜13：15 パネルディスカッション

　コーディネーター
　実践発表者

ルーテル学院大学大学院 社会福祉学専攻主任・教授   和田　敏明さん
NPO法人 志民連いちのみや　理事長   星野　　博さん
京都府南丹市社会福祉協議会　地域福祉部長   栃下　辰夫さん
　　　　　　　　　　　　　　ふれあい男の居場所　世話役   内藤　　斉さん
岐阜市社会福祉協議会本荘支部　支部長   井上いほりさん

13：15〜14：25 ワークショップ

　ファシリテーター
　（助言者）

参加者のみなさんが少人数のグループに分かれて、他のサロン活動を学び
ながら、交流を深めます。
ルーテル学院大学大学院 社会福祉学専攻主任・教授   和田　敏明さん

14：25〜14：30 閉会

ルーテル学院大学大学院 
社会福祉学専攻主任・教授

和田　敏明さん

　日本社会事業大学卒。全国社
会福祉協議会で社会福祉研究情
報センター所長、高年福祉部長、
地域福祉部長、全国ボランティ
ア活動振興センター所長、理
事・事務局長を務め、地域福祉

や福祉への住民参加の実践推進と研究を行ってきた。
現在、地域福祉型福祉サービスの推進・研究に強い
関心をもち、全国の多様な地域福祉実践とかかわり
をもって研究を行っている。

　本荘支部では、過去のひとり暮らし高齢者の孤独死・火
災事故から『顔の見える地域づくり』を目指して取り組ん
でいます。公民館以外にも、家から歩いて行ける喫茶店な
どの12の会場で気軽に楽しく参加できるサロンを実施し、
出席カードには、災害時にも役立つように、かかりつけ医
などの情報を記入した救急
カードとして工夫をし、見
守り支援を行っています。
サロンの最後には、「また来
月も元気な顔を見せてね！」
とハイタッチ。スタッフ一
同笑顔で見送ります。

　「com-cafe三八屋」は、地域の様々な想いや活動が集い、
重なり、混ざり、育まれ、膨らんで再び地域へ広がってい
く場所を目指しています。自主的、能動的に地域へ働きか
けようとする人たちの、たまり場、居場所、茶の間、縁側
です。一宮オリジナルのブレンド珈琲と、日本最小の地ビー
ル工房もあります。
　尾張国一宮真清田神社の
門前市であった「三八市」
は一宮の賑わいの源。この
市に思いを託し「三八屋」
と名づけました。

　家に閉じこもりがちな男性が気軽に立ち寄れる場として、
平成24年 5 月に「ふれあい男の居場所」を開設しました。
　当初は平屋の建物（民家）を間借りしていましたが、現在
は 2 階の洋間 1 室（空き店舗）を借りて、週 2 回、午前10
時から午後 3 時まで開放しています。これまでに映画会や
マイ箸づくり、男の料理教
室などを開催してきました。
高齢になっても仲間とふれ
あいながら、元気でいられ
るようにとの思いで、自由
に楽しいひと時を過ごして
います。

大会テーマ／おいでよ志
みんな

　 

大
ちいき

地を潤す 清流となって
▪開　催　日　平成26年9月27日（土）・28日（日）
▪会　　　場　長良川国際会議場、岐阜都ホテルほか
▪主　　　催　第23回全国ボランティアフェスティバルぎふ実行委員会
　　　　　　　社会福祉法人 岐阜県社会福祉協議会
　　　　　　　「広がれボランティアの輪」連絡協議会
　　　　　　　社会福祉法人 全国社会福祉協議会
▪参加登録料　3,000円（大学生以下無料）
　　　　　　　 なお、参加をご希望される方は、8月22日（金）までにお申し込みが必要です。
　　　　　　　詳細については、右記お問い合わせ先にてご確認下さい。

本荘サロンcom-cafe三八屋 ふれあい男の居場所

岐阜県「社協マスコット
キャラクター」
ともにん

▪開催日　平成26年9月28日（日）
▪会　場　岐阜都ホテル 2階　ボールルーム

▪主　催　社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会
　　　　　社会福祉法人 全国社会福祉協議会

〈お問い合わせ先〉
第23回全国ボランティア
フェスティバルぎふ
実行委員会事務局
（岐阜県社会福祉協議会内）
TEL：058-274-2940
アドレス：
　http://www.winc.or.jp/zvf

〈NPO法人 志民連いちのみや〉 〈京都府南丹市社会福祉協議会〉 〈岐阜市社会福祉協議会本荘支部〉

■パネルディスカッション

基調講演 講師プロフィール

〜ふれあい・いきいきサロン全国研究交流会〜 ◆参加をご希望される方は、第23回全国ボランティアフェスティバルぎふ実行委員会事務局へお問い合わせ下さい。

（� ）11：45〜12：45は
昼食休憩

楽市・楽座、展示コーナー 27日  12：00〜18：00
28日  8：30〜16：30
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日　　時 内　　容 講　　師

1 7 /26（土）
9：30〜11：30 ◦「車イス・アイマスク体験」 福祉体験サポーター会

2 7 /27（日）
9：30〜11：30 ◦手話で自分の名前を話してみよう 岐阜県聴覚障がい者協会

3 8 / 2（土）
9：30〜11：30 ◦点字ってどのように打つんだろう ひまわりの会

参加料無料！！
　ボランティアに興味がある、ボランティアをしたいけれどどうすれば良いか分からない、と思って
いる方を対象にボランティア講座を開催します。今年度は小学生向けの講座と中学生から一般の方向
けの講座を計画しました。ボランティアについてのお話や活動している方たちの体験談などを聞いて
一緒に学習しましょう!!学生の方はもうすぐ夏休みですね。この夏休みを利用して学校生活では学べ
ない大切なことを学んでみませんか？たくさんのお申し込みお待ちしております。

ボランティア
はじめの一歩！！

対象者：中学生から一般の方
定　員：30人

対象者：小学4年生から6年生
定　員：20組

ボランティアことはじめ講座

親子で学ぼう!! ボランティア塾

日　　時 内　　容 講　　師

1 7 /23（水）
9：30〜11：30

◦先輩から
◦レクリエーション

平成23年度講座受講生　藤澤　美幸 氏
岐阜県レクリエーション協会

2 7 /28（月）
13：30〜15：00

◦講義
　「ボランティアって何だろう？」　　 中部学院大学准教授　大井　智香子 氏

3 7 /30（水）
10：00〜15：00

◦私たちの活動紹介

◦体験学習　「車イス・アイマスク体験」

で愛ふれ愛街の幸せ隊　　林　　 宏 澄 氏
岐阜キッズな（絆）支援室　若岡　ます美 氏
福祉体験サポーター会　　小松　　玲子 氏
福祉体験サポーター会

4 8 月中に
ボランティア体験

◦体験メニューより選択したボランティア活動に参加
※体験日や活動分野などの詳細は講座内で案内します。

5 8 /25（月）
10：00〜13：00

◦体験報告会
◦懇親会とまとめ

場　　　　所／岐阜市民福祉活動センター（岐阜市都通2-2）ほか
お申し込み先／岐阜市社会福祉協議会　岐阜市ボランティアセンター
　　　　　　　TEL：255-5511　FAX：255-5512
　　　　　　　①氏名、②住所、③電話番号、④年齢（学生の方は学校名と学年）をお伝え下さい。
締 め 切 り／ 7 月15日（火）
　　　　　　　※お申し込みが多数の場合は抽選とさせていただきます。

▲昨年度のボランティア塾の様子
お子さんだけの参加や1回のみの参加もOKです！！
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友＆愛岐阜市福祉の店
心のこもった
イッピン！

　岐阜市福祉の店友&愛では、岐阜市内の障がいのある方等が、生きがい、自立を目指して創作した商品を販売しています！
　手作りの商品を手に取っていただき、お気に入りのイッピンを見つけてみませんか？
　給食袋セット、ティッシュケース、マスク、エプロン、布袋類やクッキーやかりんとう等どの商品もこころをこめて
作っています。ぜひお立ちより下さい。

ショッピングセンター　マーサ21 3階　営業時間　10時〜21時 ※表示価格は全て税込みです。

エコバック（ひも付き）   600円【岐阜なずな学園】

かりんとう
   220円【いぶき】

　裏地は防水生地で作っていますので濡れにくいです。また、
コンパクトに折りたたんだ後も、ひもが付いているため掛ける
こともできます。
　エコバックはもう何枚も持っているという方にもご好評いた
だいております！
　岐阜なずな学園では、このほかにも小物入れ、ポーチ、ニュー
かっぽう等の布製品を製作しています。

　素朴な味のかりんとう。素材を活かして、
いぶきではみなさんにおいしい幸せをお届け
したいと思って作っています。
　おいしいかりんとうを作るために、目標を
立てて作っています。味は6種類ありますの
で、お試しください。

共同募金配分レポート
　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 同朋会 華陽保育園

共同募金配分事業　園舎床修繕（床コーティング）工事
　家庭や地域の方々と連携を図り、個性を尊重しながら健全な心身の発達を願い「心
豊かでたくましい子」の育成に努めています。
　地域の方々（老人クラブの方々、未就園児の皆さんなど）とのふれあい交流を
行っています。また、春の遠足をはじめ、夏祭り、運動会、クリスマス会、ひな祭
りなど四季折々の行事等をふんだんに取り入れた保育を行うとともに、「スポーツ教
室」、「英語教室」及び「手話教室」など個性豊かな保育を実施しています。

丁寧に心をこめて
縫っています

　この園舎は昭和54年に建てられたものであり、木製床のため老朽
化から磨耗が激しく、園児の転倒やケガの恐れがあるため、配分と
なりました。
　床がきれいになったことで部屋が一段と
明るくなり、保護者の方から清潔に見える
ようになったと好評です。
　修繕前のように、床でケガをしてしまう
ことが無くなり、園内で安心して思いっき
り遊ぶことが出来るようになりました。

ラッピングして完成！

形を整えて、
揚げます。
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社協の情報ひろば

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

①運動指導教室 8日間で1コース
　〜今日からはじめる健康づくり〜

日　程 内　　容

1
コ
ー
ス

8 月27日㈬ ストレッチング、体力測定
9 月3 日㈬ 運動と体力
9 月10日㈬ ストレッチング
9 月17日㈬ 有酸素運動
9 月24日㈬ ウォーキング
10月1 日㈬ 筋力トレーニング
10月15日㈬ トレーニングの基礎原則
10月22日㈬ ストレッチング、体力測定

◦場所／岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）
◦時間／午後 1時30分〜 3時
◦定員／30人
　※お申し込みは年間1コースのみとなります。

②五感健康法教室 3日間で1コース
　〜五感を刺激し、健康に〜

日　程 内　　容

1
コ
ー
ス

8 月22日㈮ 心身しなやか 音楽時間

9 月26日㈮ 免疫力アップ！！自分でできるリンパマッサージ

10月24日㈮ 笑って心も体も元気に笑いヨガ

◦場所／岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）
◦時間／午前10時〜11時30分
◦定員／30人
　※お申し込みは年間1コースのみとなります。

③園芸健康法教室 
　〜花と土の香りで、心に癒やしを〜

日　程 内　　容

8 月18日㈪ カラフルな花と葉を楽しむ寄せ植え

9 月29日㈪ 季節の移りかわりを楽しむ寄せ植え

◦場所／岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）
◦時間／午前10時〜11時30分
◦定員／30人
　※お申し込みが多数の場合は抽選とさせていただきます。
　　（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。

④介護予防教室　〜活動的な生活を過ごすために〜

日　程 内　　容 場　所　（地　区） 時　間
7 月15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〜 3 時30分

7 月15日㈫ 免疫力アップ!!自分でできるリンパマッサージ 黒野あそか苑（黒野） 午後 2 時〜 3 時30分

7 月24日㈭ 昭和のなつかしい歌をみんなでうたおう！ サンライフ彦坂（方県） 午前10時〜11時　　

7 月28日㈪ ADL体操で笑顔で健康いつまでも 大洞岐協苑（芥見東） 午後 1 時30分〜 3 時

8 月22日㈮ 昭和のなつかしい歌をみんなでうたおう！ ささゆり（芥見東） 午後 1 時30分〜 3 時

9 月4 日㈭ ADL体操で笑顔で健康いつまでも さくら苑（網代） 午後 2 時〜 3 時30分

9 月5 日㈮ 音楽で頭も心もリフレッシュ！ 岐阜市民福祉活動センター（本郷） 午後 1 時30分〜 3 時

9 月11日㈭ 音楽に合わせて筋力アップ！ 黒野あそか苑（黒野） 午後 2 時〜 3 時30分

9 月16日㈫ 暮らしに役立つチェアエクササイズ 大洞岐協苑（芥見東） 午後 1 時30分〜 3 時

9 月18日㈭ 暮らしに役立つチェアエクササイズ ラ・ポーレぎふ（鏡島） 午後 2 時〜 3 時30分

9 月19日㈮ 笑おう！心も体も元気に笑いヨガ ささゆり（芥見東） 午後 1 時30分〜 3 時

◦定員／20人　※ 9月 5日（金）は30人とします。

2014 No.14410



鍵屋
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
通
り

福
祉
セ
ン
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
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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＊＊

☎
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
お問い合わせ先／
　市役所214-6028（直通）
※来所相談です。

家庭での困りごとや
心配ごとなど

相談電話のご案内

ホームヘルパー
募集中！！

◦対　　　象／ 概ね65歳以上の高齢者及び家族。運動指導教室・五感健康法教室・栄養
改善教室は全回出席できる方。その他については、 1回のみの参加が
可能です。※各教室とも定員を超えた場合は抽選の上、決定いたします。

◦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・電話番
号・生年月日をお伝えください。

◦お申し込み先／岐阜市社会福祉協議会　TEL255-5511　FAX255-5512

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）
　　「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

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）「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・同行援護従事者養成研修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？！

⑤食を考えよう○得 教室 3日間で1コース（栄養改善教室）
◦日程・内容・場所／

岐阜市民福祉活動センター 三輪北公民館 内　　容
第 1 回 8 月19日㈫ 8 月21日㈭ 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 8 月26日㈫ 8 月28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 9 月2 日㈫ 9 月4 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）
◦時間／午後 1時30分〜 3時　◦定員／20人

◦ 月〜金曜日のうち週2日程度勤務できる方
◦ホームヘルパー養成研修2級課程以上修了の方◎訪問入浴サービス介助員

2014 No.144 11



★

★

★

社協支部活動いき
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／
　偶数月第2水曜日
◦開催場所／
　徹明公民館

◦開 催 日／
　年4回（予定）　
◦開催場所／
　領下公民館

◦開 催 日／
　年7回
◦開催場所／
　長良公民館

◦開 催 日／
　毎月第1木曜日
◦開催場所／
　大洞西集会所

◦開 催 日／
　毎月第2・4木曜日
◦開催場所／
　長森南公民館

◦開 催 日／
　毎月第1木曜日
◦開催場所／
　加納東公民館

◦開 催 日／
　毎週木曜日
◦開催場所／
　三田洞団地集会所

◦開 催 日／
　毎月第1金曜日
（8月・1月はお休み）
◦開催場所／
　城西公民館

徹明支部
健康セミナー

厚見支部
領下地域
　安らぎサロン会

長良支部
長良ふれあい・
　いきいきサロン

芥見南支部
いきいき・
　ふれあいサロン

長森南支部
ふれあい・
　いきいきサロン

加納東支部
加納東ふれあい・
いきいきサロン

岩野田支部
三田洞山の手健康
イキイキサロン

城西支部
ふれあい・
　いきいきサロン

ねらった魚から目が離せません。

立ち上がったばかりの楽しいサロンです。

新聞紙Tシャツを作ってジャンケンゲーム開始！

定番の「手遊び、体操、うた」で楽しいひととき！

お互い顔を見合わせながらカードをとったりとられたり。

スカットボールで心も体もスカッとね！

新聞紙ペタンクに挑戦！

「懐かしのうた」を楽しみ、歌の背景も学んでいます。
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