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岐阜市民
■日時／平成26年10月16日（木） 午後1時30分～
■場所／岐阜市文化センター 小劇場
　　　　（岐阜市金町5丁目7番地2）

社会福祉の発展に功績のあった方々を表彰し、敬意を表す
とともに、社会福祉の一層の発展向上を目指し開催します。
（写真は昨年の様子）

「いくつになっても旬」

記念講演

入場無料

第36回

福祉大会

女優 藤 田 弓 子 さん

※席に限りがありますので予めご了承下さい。



記念講演

岐阜市民福祉大会
★日時／平成26年10月16日（木）　午後1時30分～
★場所／岐阜市文化センター 小劇場
　　　　 （岐阜市金町5丁目7番地2）

◦女優 藤 田  弓 子 さん

◦テーマ 「いくつになっても旬」

　岐阜市との共催で、第36回岐阜市民福祉大会を開催いた
します。
　岐阜市民福祉大会では、長年にわたり地域や社会福祉事
業に積極的に活動された方々や福祉関係者の表彰のほか、
社会福祉活動へのご協力をいただいた方々へ感謝状の贈呈
を行っております。
　また、記念講演として女優の藤田弓子さんにご講演いた
だきます。
　ぜひご来場ください。

第36回

プロフィール
1945年生まれ、東京出身。
1964年に都立城南高校卒業後、文学座付属演劇研究に入る。
1967年に「カンガルー」で初舞台、1968年のNHK連続テレビ小説「あしたこそ」
でヒロインデビュー。
1973年から2年間フジテレビ系「小川宏ショー」のサブ司会者として朝の顔と
なる。NHKの「連想ゲーム」の女性チーム7代目紅組キャプテンとなりお茶の間の人気を集める。「ミス・マープル」の吹き替
えやテレビ朝日系人気番組「痛快！ビックダディ」のナレーションなど幅広く活躍。また、伊豆地域全体の芸術文化振興を目
的として設立したアマチュア劇団伊豆の国市付属劇団「いず夢」の座長として地域に貢献している。

【プログラム】
1．開　　会
2．主催者あいさつ
3．市長表彰状の贈呈
4．市社協会長表彰状・感謝状の贈呈
5．来賓祝辞
6．記念講演
7．閉　　会

あたたかな心ありがとうございます！！

●社会福祉事業へ
　・公益財団法人 田口福寿会   500,000円
　・株式会社美濃庄   20,529円
　・アルフレッサ日建産業株式会社   13,634円

　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）
　 6 月14日から 8 月21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）

記念講演

※手話通訳・要約筆記あります。
※入場無料
※席に限りがありますので予めご了承下さい。
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地域福祉推進フォーラム2014
〜手をつなごう 安心と活力が生まれる しあわせのまちづくり〜

　地域社会や家族間のつながりが薄れ、地域においては多くの支援を必要とする方がいる中で、地
域で安心・安全に暮らすために、自分たちの住む地域について、話し合い、福祉・生活課題の改善
や解決に向け、実情に合った支え合い・助け合いなどの活動のしくみづくりを考える場として開催
いたします。

◦日　時 　平成26年12月 8 日（月）
　　　　　 午後 1 時〜 4 時
◦場　所　 長良川国際会議場　 4 階　大会議室
　　　　　 （岐阜市長良福光2695- 2 ）

◦内　容　◆報　告
　　　　　　 「第二次岐阜市地域福祉活動計画の実施状況

について」
　　　　　　岐阜市社会福祉協議会事務局

　　　　　◆実践発表①
　　　　　　 「助け合おう！ 安心安全のまちづくり」
　　　　　　　〜100歳まで健康に生きよう〜
　　　　　　岐阜市社会福祉協議会　日置江支部

　　　　　　支部長　大 平 　 輝 夫  氏

　　　　　◆実践発表②
　　　　　　「みんなで育てるふれあいの街」
　　　　　　各務原市社会福祉協議会　緑苑連合支部

　　　　　　支部長　安 村 　 佳 之 氏

　　　　　◆講　演
　　　　　　「住民主体の見守り活動について」
　　　　　　高島市社会福祉協議会

事務局長　馬場　八洲男 氏

◦参　加　費 　無　料
◦定　　　員 　250人
◦お申し込み先 　 電話またはFAXにて、①氏名、②住所、

③電話番号をお伝えください。
　　　　　　　 TEL255-5511　FAX255-5512
◦申 込 期 限   11月25日（火）

〜昨年度の
地域福祉推進
フォーラム

から〜

皆が地域の弱者を見守ると
いう姿勢がとってもよい

と感じました。

地域の中で取り組めそうな
ことがいくつかあることに

気づかされました。

安
やす

村
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　佳
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之
ゆき

 氏

 プロフィール

馬
ばんば

場　八
や

洲
す

男
お

 氏

 プロフィール

　徳島県出身。会社員。昭和62年、
仕事の関係で各務原市緑苑団地

に転居。
　　平成 9 年には緑苑自治会連合会

長を 1 年間務める。翌年、社協緑苑支部の副支部長と
して在籍し、平成11年からは、同支部長に就任し現在
に至る。
　平成17年には、愛知万博にボランティアリーダーと
して参加。同年、青少年を対象に航空や宇宙について
興味をもってもらう活動として、NPO法人「MACH 
B&F」を立ち上げる。

　平成 3 年 4 月に滋賀県マキノ
町社協に入局。

　平成17年 1 月、 5 町 1 村合併に
より設立された高島市社会福祉協議

会の事務局長として、合併後の理事会や事務局組織の
改革に取り組む。平成21年度に策定された地域福祉活
動計画に基づき、地域住民が主体となった見守りネッ
トワーク活動を中心に事業を展開している。
　平成25年度は、生活困窮者支援のため、事務局機構
を改編するなど、社協総合力の強化体制に取り組む。

2014 No.145 3



災害ボランティア養成講座
　災害発生時において被災者救援のために、
災害ボランティアの活躍が期待されています。
　被災地における報告をもとに、災害時にお
ける注意点やボランティアの役割など災害救
援活動に必要な知識を習得し、理解を深めて
いただく講座です。

▪「地域の防災力を高めるために」
　 講師　NPO法人レスキューストックヤード

　事務局　高木　雅成氏

▪「非常食の紹介」と試食
　　協力　アンシンク株式会社

▪「HUG 〜避難所運営ゲーム〜」
　 講師　NPO法人レスキューストックヤード

事務局　高木　雅成氏

◆対 象 者／災害ボランティアに関心のある方
◆参 加 費／無料
◆会　　場／岐阜市民福祉活動センター2階 大会議室（岐阜市都通2－2）
◆申込期限／10月14日（火）
◆お申し込み／電話またはFAXにて、①氏名、②住所、③電話番号、④年齢をお伝えください。
　　　　　　TEL255-5511　FAX255-5512

10月18日㈯ 10：00〜15：30 NPO法人
レスキューストックヤード

　名古屋を拠点に地震や水害等によって
被災された方への支援を行うとともに、
災害から一人ひとりの「命」と「暮らし」を
守れる地域づくりのために、被災地から
学んだ教訓を伝え、防災・減災対策に役
立つ知恵やノウハウ
を提供する活動をし
ています。

〜過去の受講生の声〜

講義では、災害時にどのような行動を
しなければならないのか、どのようなことを

するとよいのかが分かったし、現状を
知ってとても心が痛くなりました。

午後の立ち上げ訓練では、時間の制約があり、
あわてましたが、実際も時間との勝負になるか

もしれないので、良い体験になりました。
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日　　時 内容（テーマ・講師） 場　　所

1 11/1（土）
9：30〜12：00

●オリエンテーション
●講座　1.「いきいきシニアライフ」
　　　　　　講師　中部学院大学短期大学部　准教授　大井　智香子 氏

ワークプラザ岐阜

2 11/8（土）
9：30〜15：00

●講座　1．「傾聴とは？　コミュニケーションのとり方」
　　　　　　講師　岐阜いのちの電話協会　副理事長　子安　崇雄 氏
　　　　2．「活動の記録に！写真の撮り方を学ぼう！」
　　　　　　講師　矢島　美笑子 氏
　　　　3．「学んで活かそう！ 楽しいレクリエーション」
　　　　　　講師　NPO法人岐阜県レクリエーション協会

ワークプラザ岐阜

3 11/15（土）
9：30〜12：00

●講座　1.　「地域で自分らしく豊かに暮らしていくために」
　　　　　　〜認知症についての知識と理解〜
　　　　　　講師　岐阜市地域包括支援センター中央北
　　　　2.「わたしたちにできること」
　　　　　　講師　ボランティアグループ　で愛 ふれ愛 街の幸せ隊
●体験に向けて「ボランティア活動の大切なポイント等」
　　　　　　で愛 ふれ愛 街の幸せ隊、岐阜市社会福祉協議会

岐阜市民福祉活動
センター

4 11月〜12月

●体験コース（講座内で詳細を案内）より1つを選択し体験をする
　　○体験日　平日もしくは土、日、祝祭日のうちいずれか1日
　　○時　間　2時間位
　　○内　容　余暇活動に一緒に参加する
　※「で愛 ふれ愛 街の幸せ隊」が同行し、応援します。

高齢者施設、
認知症対応型共同
生活介護事業所、
もしくは
特別養護老人ホーム

5 1/10（土）
10：30〜13：00

●体験報告会と懇親会 ワークプラザ岐阜

〈活動例〉

「出会いと学びの講座」
一歩踏み出しませんか

自身の楽しみ＋新たな自分の発見と生きがい・仲間づくりに
つなげるヒントを見つけていただく講座です！

《対象者》  中高年で本講座に関心があり、
できるだけ全て受講できる方

《参加費》 無料
《定　員》 20名

《申 込 期 限》　10月20日（月）
《お申し込み先》　 電話またはFAXにて、①氏名、②住所、

③電話番号、④年齢をお伝えください。
　　　　　　　　　TEL255-5511　FAX255-5512

◆◇◆「で愛 ふれ愛 街の幸せ隊」の紹介◇◆◇

平成26年度

講座を受けた後、
グループに入ってこんな

活動をしています！！

他、日曜大工、健康づくり、野菜づくりなど
の活動も…

個人宅で… グループホームで…

◦雨漏りの修理
◦障子はり
◦お話相手（傾聴）
◦トイレの修理
◦庭木の枝切り

◦花壇の土づくり
◦買い物付き添い
◦夏祭りのお手伝い
◦畑の草取り
◦ナツメロ演奏　等々

あなたの参加を
お待ちしております！

　で愛 ふれ愛 街の幸せ隊では、
今まで培ってきた知識や技能・
経験を十分活かし、地域の主役
として自分の地域の人々が安心
して暮らしていけるよう、市内
の高齢者世帯・障がい者世帯を
対象に、生活のちょっとした困
りごとのお手伝いをしています。
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　共同募金は、事前に地域内の社会福祉施
設や社会福祉団体、ボランティア団体等か
ら、活動のための資金ニーズを取りまとめ、

使いみちの計画を立ててから募金を行う、計画募金です。
　共同募金運動は、毎年10月から「赤い羽根」をシンボルに、全国一斉に始まる募金運動で、今年で68
年目を迎えます。
　皆様からいただく募金は、ふれあい・いきいきサロンなどの地域福祉活動や民間社会福祉施設での事
業に活用されています。
　おかげさまで、昨年は岐阜市でおよそ6,320万円、
岐阜県でおよそ3億8,075万円の募金をいただき、県
内の様々な社会福祉活動に役立てられました。
　共同募金は、寄附者の自発的な協力によって成り
立っている募金です。共同募金の主旨をなにとぞご
理解いただき、今年度もご協力をお願いいたします。

共同募金会

〜共同募金の1年間〜

もっと知ってほしい情報が
たくさん。中央共同募金会
のホームページです。

赤い羽根共同募金運動が始まります！！

受　配　者
◦社会福祉協議会
◦社会福祉施設
◦更生保護施設
◦保育施設
◦小規模授産施設
◦NPO法人　等

◦地域住民

◦企業

◦職場

◦学校　等

寄　附　者

目標額の設定

配分審査決定

要望受付
（4月〜5月）

配分
（翌年4月以降）

募金募集
（10月〜12月）

募金受入

地域の自治会（各家庭）に呼びかける募金です。戸別募金

企業等で働いている方に呼びかける募金です。職域募金

社会貢献として法人に呼びかける募金です。法人募金

学校で児童や生徒に呼びかける募金です。学校募金

ボランティアが街頭に立って呼びかける募金です。街頭募金

おもな募金活動

www.akaihane.or.jp

　赤い羽根カプセル募金箱は、
200円を寄附することによって、
カプセル募金箱から「赤い羽根
キャラクターピーンズバッジ」
等が出てくる募金箱です。
　地域のイベントにも出張して
おりますので見かけましたら、
ぜひご協力をお願いいたします。

共同募金目標額【岐阜市支会】

60,025,900円

街頭募金ボランティアの募集
　共同募金会岐阜市支会では、今年も街頭募金を行います。
　下記のとおり、街頭募金でのボランティア活動へ参加していただ
ける方を募集していますので、関心のある方はぜひ、ご連絡ください。
　また、グループ・団体、学校、職場などの参加もお待ちしています。
　例年、各種団体やグループでも、共同募金の趣旨にご理解をいた
だき、市内各所で街頭募金に取り組んで頂いています。

♥と　き　10月 1日（水）、 4日（土）、 5日（日）
♥場　所　JR岐阜駅
※�時間などの詳細は、共同募金会岐阜市支会に
　お問合せください。

共同募金会岐阜市支会　TEL255-5511／FAX255-5512

「赤い羽根カプセル募金箱」

共同募金に関する情報は…

岐阜市内には…
　◦岐阜県福祉・農業会館
　◦十六銀行本店内
　◦アクティブG内�など

「自動販売機による募金」
　赤い羽根マークの付いた自動販売機で飲料水を購入す
ることによって、飲料水の売り上げの一部が共同募金に寄
附されるというしくみです。市内で新たに、設置していた
だいた施設を紹介します。
【設置場所：大黒町デイサービスセンター】
　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。

〜寄附する人も、
募る人もボランティア〜

◦実施期間／
　10月1日〜12月31日

〜じぶんの町を良くするしくみ〜
こんにちは！

愛（あい）ちゃんと
希望（きぼう）くんです。

福祉体験出前講座
　子どもから大人まで、福祉教育の一つ
として、それぞれのニーズに合わせた福
祉体験の出前講座を行っています。それ
に伴う体験セットも共同募金が財源と
なっています。

ふれあい・いきいきサロン活動支援者研修会
　社協支部の統一事業である「ふれあい・いきいきサロン」
の充実・拡大を目指し、サロンを支える人材の育成や交流を
目的にするものです。

▲小、中学校での体験

▲スーパーでの体験

～共同募金のつかいみち～

じぶんの町を良くするしくみ。

赤い羽根共同募金とは？

貸し出ししていますので
ぜひ地域のイベントにて

ご活用ください！

みなさまからいただいた、共同募金がどのよう
な場所で活用されているのかをご紹介します。
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相談日時 毎週火曜日（祝日を除く）午前10時から正午まで

TEL253-0294

認知症高齢者の介護に関する相談

地域で安心して暮らせるよう支援します
「日常生活自立支援事業」

岐阜市社会福祉協議会では、認知症の方や認知症の方を介護している
家族の方のご相談を受け付けています。

「認知症の人と家族の会 岐阜県支部」の相談員さんがご相談にのります。
※相談員さんは、認知症の家族を介護したことのある方や専門職の方です。

「認知症の人と家族の会」とは…
　認知症の人と家族の自主的な全国組織です。また、そ
のことを理解し、ともに歩もうとする専門職その他の人
たちをも包含する組織です。認知症になったとしても、
介護する側になったとしても、ともに励まし助けあい安
心して暮らせる社会の実現をめざして、つどい、介護の
相談、情報交換、勉強会などを行っています。　
○岐阜県支部の活動
　◦認知症についての相談
　◦本人・家族のつどい
　◦会報「れんげ」の発行

　日常生活自立支援事業は、認知症や知的障がい、精神障がいなどのために、ご自身の判断能力に不
安を抱える方が、住み慣れた地域のなかで安心して生活できるように、福祉サービスの利用手続きや
日常的な金銭管理のお手伝いをする事業です。
このようなことでお困りではありませんか？

◦福祉サービスを利用したいけど、どうしていいか分からない。
◦郵便物の内容が分からない。
◦公共料金や医療費の支払い、銀行などでの払い戻しがうまくできない。
◦通帳や印鑑、大切な書類をなくしてしまう。

主なサービス内容
◆福祉サービスの利用援助
◦ 福祉サービスに関する情報提供をします。
◦ 福祉サービスを利用または利用をやめる

ために必要な手続きをします。
◦ 福祉サービスの利用料を支払う手続きを

します。

◆日常的金銭管理サービス
◦ 銀行などに行って、日常生活に必要

なお金の出し入れを支援します。
◦ 医療費や公共料金、家賃などの支払

い、口座引き落としの手続きをします。

◆書類などの預かりサービス
◦ 通帳や印鑑など大切な書類をお預か

りし、貸金庫などの安全な場所で保
管します。

　例：定期預金通帳、
　　　年金証書、実印 など

利用料
◆相談や支援計画作成にかかる費用は「無料」です。
◆福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サービス  
◆書類などの預かりサービス  

1時間　1,000円　※非課税世帯は半額
1ヶ月　500円

まずはご相談ください！
　本人や家族からの相談に限らず、民生委員・児童委員、施設や病院等の職員の方からのご相談にも対応いたします。
お問い合わせ先：岐阜地区福祉サービス利用支援センター　TEL252-6661

お気軽に
お電話ください♪♪

もしかしたら、
妻が認知症かも
しれない…

認知症の父親が、自分の
知らない間に外に出て
しまうので心配で…

認知症の人を介護した方
だからこそわかることが
あります。喜びや悲しみ
など共有しましょう！
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　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。ぜひお立ち寄り下さい。

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。

友＆愛岐阜市福祉の店
心のこもった
イッピン！

ミックスクッキー   250円
【あしたの会作業所】

おしゃれなコースター   200円
【ワークサポートみやこ】

固形せっけん   140円
【ひなの郷作業所】

しいたけっこ（スライス）   200円
【すまいるはうす】

　アーモンドやピーナッツ、ココナッツをトッピングしたクッ
キーやココアクッキーなどの色々なクッキーが入っています。
　このほかにも、小麦粉未使用の国産＂はつしも＂の米粉クッ
キーや、卵未使用のクッキーなどもあります。

　いろいろな色、太さの糸を選び、一本ずつ丁寧に整経して
いきます。縦糸に横糸を通して織っていきます。
　どんな色や太さの糸を使うかによって色の順番や柄の出方
が異なり、オリジナルの織物ができます。このほか手織りの
ポーチやカードホルダーもあります。ワークサポートみやこ
では、縫製品のエコバック、ナフキン
セット、カフェエプロンなども制作し
ています。

　大きな温室のようなハウスでは、毎日数十㎏のしいたけを
収穫しています。栽培には、温度や湿度などの管理が大切です。
　しいたけっこはみんなで愛情込めて栽培したしいたけを、乾
燥させた商品です。他にも出汁として使っていただける粉末
も販売しています。

　廃油と米のとぎ汁等で作った環境にやさしい洗濯せっけんで
す。ひとつひとつ手作業で天日干ししています。お客様からも、
油汚れや泥汚れなどが良く落ちるとご好評いただいています。
固形せっけんの他にも半ねりせっけんや粉せっけんも販売して
います。

▲約1ヶ月乾燥させます。

素材にこだわって
作っています。

きれいに並べて乾燥させます。

横糸を通して
トントン。

みんなで、
原料を

混ぜます。

全国ボランティアフェスティバルぎふ 9月27日（土）・28日（日）
信長まつり 10月4日（土）・5日（日）に出店します！
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岐阜市民福祉活動センター

◎登録ヘルパー（ご自身の都合に合わせて活動することができます。）
●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・同行援護従事者養成研修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㎝×2.5㎝）　◦印鑑　　◦養成研修修了証

社協の情報ひろば

☎
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

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
　　HP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

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

　在宅のねたきり高齢者の方で、散髪を希望される方に対して、理容師さんにお宅を訪問していただき、理
容のサービスをしています。
●ご利用について  低所得者の方が対象となりますので、地域の民生委員さんにご相談下さい。
●費　　用 無料
●問 い 合 わ せ 先 在宅福祉サービスグループ

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。

ねたきり高齢者への理容サービスを利用してみませんか？

◦勤務日／月〜金曜日（祝日勤務あり）
◦勤務時間／8：45〜16：30
◦ホームヘルパー養成研修2級課程以上修了の方

◎パートヘルパー

お問い合わせ先／TEL255-5511
在宅福祉サービスグループ
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＊＊岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ＊＊

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

◦対　　　象／ 概ね65歳以上の高齢者及び家族。五感健康法・栄養改善教室は全回出席
できる方。その他については、各回ごとのお申し込みとなります。

　　　　　　　※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

④転倒予防教室
日　程 内　　容
10月9日㈭ フラダンスで転倒予防
10月23日㈭ 音楽に合わせて筋力アップ！
10月30日㈭ ADL体操で笑顔で健康いつまでも

①五感健康法教室 3日間で1コース ～五感を刺激し、健康に～
日　程 内　　容Aコース Bコース

11月28日㈮ 1月23日㈮ 心身しなやか音楽時間
12月19日㈮ 2月6日㈮ 免疫力アップ！！自分でできるリンパマッサージ
1月16日㈮ 2月27日㈮ 笑って心も体も元気に笑いヨガ

②園芸健康法教室 ～花と土の香りで、心に癒やしを～
日　程 内　　容 場　　所 時　　間
10月27日㈪ 秋から冬の寄せ植え 岐阜市民福祉活動センター 午前10時〜11時30分
11月27日㈭ パンジー・ビオラを使った寄せ植え 三輪北公民館 午後 1時30分〜 3時
12月15日㈪ お正月の寄せ植え 岐阜市民福祉活動センター 午前10時〜11時30分

お申し込み
について

⑤食を考えよう○得 教室（栄養改善教室） 3日間で1コース
柳津公民館 長森コミセン 内　　容

第1回 11月5日㈬ 11月18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 11月12日㈬ 12月2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 11月19日㈬ 12月9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）

③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
9月22日㈪ ADL体操で笑顔で健康いつまでも シャローム・みわ（三輪北） 午後 2時〜 3時30分
9月25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） 午前10時〜11時
9月29日㈪ ADL体操で笑顔で健康いつまでも やすらぎの里川部苑（七郷） 午後 2時〜 3時30分
9月30日㈫ 心身しなやか音楽時間 ロイヤルコート寺田（合渡） 午後 1時30分〜 3時
10月21日㈫ 歌って笑っていきいき人生 エトワールずいこう（網代） 午後 2時〜 3時30分
11月7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〜 3時
11月10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
11月13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
11月13日㈭ 笑って心も体も元気に笑いヨガ さくら苑（網代） 午後 2時〜 3時30分
11月14日㈮ 家庭でできるノビのび体操 岐阜市民福祉活動センター（本郷） 午後 1時30分〜 3時
11月20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〜 3時30分
11月20日㈭ 健口楽食 岐阜市民福祉活動センター（本郷） 午後 1時〜 2時30分
12月8日㈪ ADL体操で笑顔で健康いつまでも ロイヤルコート寺田（合渡） 午後 1時30分〜 3時
1月14日㈬ 免疫力アップ!!自分でできるリンパマッサージ やすらぎの里川部苑（七郷） 午後 2時〜 3時30分
1月15日㈭ 暮らしに役立つチェアエクササイズ 黒野あそか苑（黒野） 午後 2時〜 3時30分
1月27日㈫ 音楽に合わせて筋力アップ！ ラ・ポーレぎふ（鏡島） 午後 2時〜 3時30分

◦定員／20人　※岐阜市民福祉活動センターで開催する11/14（金）・11/20（木）は、定員30名とします。

◦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。）

◦定員／30人　※お申し込みは年間1回のみとなります。また、自己負担（材料費）500円いただきます。

◦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

◦時間／
　　午後 1 時30分〜 3 時
◦定員／20人

～足・腰の筋力アップを図ろう～
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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、皆様からいただいた共同募金や社協会費を財源として、ふれあい・
いきいきサロン事業等、各種地域福祉事業を進めています。

http://www.gifushi-shakyo.or.jp office@gifushi-shakyo.or.jpHPアドレス Eメール

華陽支部
ふれあい・
いきいきサロン

長森西支部
ふれあい・
いきいきサロン

本荘支部
ぬくもり
公民館サロン

鶉支部
東鶉いきいきサロン

◦開 催 日／
　年12回
◦開催場所／
　華陽公民館

◦開 催 日／
　毎月第1水曜日
◦開催場所／
　北一色公民館

“来年も良い年になりますよ〜に！！”願いをこめてしめ縄づくり。 じゃんけんポン〜 真剣に勝負！！

◦開 催 日／
　毎月第2水曜日
　（8月と2月は

第1水曜日）
◦開催場所／
　本荘公民館

◦開 催 日／
　毎月第3水曜日
◦開催場所／
　早田公民館　他

◦開 催 日／
　不定期
◦開催場所／
　石原台公民館　他

◦開 催 日／
　毎月第3金曜日
（8月と12月はお休み）
◦開催場所／
　新栄公民館

◦開 催 日／
　不定期
◦開催場所／
　大洞公民館 他

◦開 催 日／
　毎月第2金曜日
◦開催場所／
　下雛倉公民館

早田支部
早田ふれあい・
いきいきサロン

藍川支部
石原台・岩井東
ふれあいサロン

芥見東支部
大洞ふれあい・
いきいきサロン

網代支部
下雛倉
いきいきサロン

広告を丸めて肩たたき棒を作製中。程よい硬さでトントントン！

歌ったり、指の運動で脳トレ!!

お弁当の絵を使ったビンゴで、大盛り上がり！！

折り紙船頭さんを工作。手先を使って奮闘中。

災害に備えて新聞紙スリッパづくり。

交通事故や詐欺被害等から自分を守る勉強会！
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