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地域福祉推進フォーラム
～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～
を開催しました！

　昨年、12月 8 日長良川国際会議場におい
て、地域福祉推進フォーラムを開催しました。
フォーラムでは、第二次岐阜市地域福祉活動
計画の実施状況についての報告や、地域の安
心・安全や住民同士のよりいっそうのふれあ
いを目指した活動をご紹介いただきました。 GISの活用や地域の企業とも連携した、安心・安全な支援体制

づくり等についてお話しいただきました。

自治会ごとのオーダーメイドの見守り活動等についてお話しい
ただきました。

地域交流のきっかけや環境づくりに貢献するための地域通貨
「グリン」等についてお話しいただきました。

岐阜市社会福祉協議会 日置江支部

滋賀県高島市社会福祉協議会各務原市社会福祉協議会 緑苑連合支部

日置江支部の
みなさん

馬場氏安村氏



迎春

社会福祉法人
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、今日の急速な少子・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、地域の連帯感の希薄化などにより、地域からの孤立を起因とするさまざまな生活課題
が深刻化しております。
　こうした状況のなか、生活困窮者自立支援法の成立による地域での包括的・継続的な支援
や、いつどこで発生するか分からない自然災害に備えるための地域での支え合い、助け合いの
仕組みを構築していくことが求められております。
　本会といたしましては、地域福祉推進の中核組織として、「地域福祉活動計画」に基づき、
社協支部を中心に安心・安全な地域のまちづくりや災害時・緊急時支援のあり方などの事業を
進めてきた実績を踏まえ、今年度岐阜市と一体的に取り組みを進めております「第三次計画」
では、より効果的で実効性のある計画づくりを進めているところであります。
　今後も、住民の皆様と一体となり、行政はもとより関係機関・団体との連携を図り、引き続
き「地域の福祉力」の向上に努めていく所存でございます。
　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。

　京都府南丹市ふれあい男の居場
所お世話役の内藤斉さんからは、
男性が気軽に立ち寄れる場として
開設し、参加者も企画に加わり自
分たちで何か作ってみたいという想
いから「箸づくり」や「料理教室」
等を開催し、交流を深めています
との事例発表をいただきました。
　一宮市NPO法人 志民連いちの
みや理事長の星野博さんからは、市民自らの想いを形にした「まつり」をつくる過程が
大事で、結果としてまちづくりにつながっている「まつりづくり事業」やコミュニティカフェ
三八屋を通じて、老若男女が集う居場所づくりになっている「コミュニティ事業」につい
て説明していただきました。
　岐阜市社会福祉協議会本荘支部のみなさんからは、日頃、地域で行われているサロン
を出前サロンとして実演していただきました。コーヒータイムから始まり、会場内はサロ
ンの雰囲気に包まれ終始和やかに、支部長の井上いほりさんの話に聞き入っていました。

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報告

基調講演 「サロンで顔の見える関係・居場所づくり」
ルーテル学院大学教授　和田敏明さん

パネルディスカッション ワークショップ

　昨年 9月27日、28日に第23回全国ボランティアフェスティバルぎふが長良川国際会議場を主会場として開催されまし
た。分科会のひとつとして、岐阜市社会福祉協議会が「ふれあい・いきいきサロン全国研究交流会」を社協役職員
等を含めた約300名の参加者を迎えて盛大に開催しました。

　グループごとのワークショップで
は、「活動プログラムの企画（マン
ネリを解消）」、「運営スタッフ・協
力者の確保（担い手不足の解消）」
等 5 つのテーマに沿って自由に意
見交換をしていただきました。

　基調講演では、サロン活動の数々の効果や地域福祉の新しい課題（孤立生
活等）への取組みとサロン活動の関係について分かりやすくお話していただき
ました。また、地域包括ケアシステムの構築を実現していくためには、サロン
活動は必要不可欠であり、介護予防の拠点としての役割も期待されていますと
付け加えられました。
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集めていただいた募金の使いみち

　社会福祉施設が実施する地域と
の交流事業を助成することにより、
地域に開かれた施設づくりを支援
し、地域住民とのネットワークづく
りに寄与することを目的としてい
ます。

赤い羽根共同募金に
ご協力ありがとうございました

　市民の皆様からのあたたかいご支
援、ご協力をいただき、昨年10月か
ら12月までの 3 ヶ月間、共同募金運
動に取り組みました。
　お寄せいただいた募金は、民間福
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
生活を送ることができるように役立
てられます。
　また、災害時には「災害ボランティ
アセンター」 の開設や運営など、被
災地支援にも役立てられます。

▲12月13日　マーサ21にて
　島中学校陸上競技部の皆さん

▲10月 1 日　JR岐阜駅にて
　平成26年度共同募金運動開始!!セレモニー
にはたくさんの方に参加していただきました。

▲11月 2 日　カラフルタウン岐阜
　毎年、柳津スポーツ少年団が参加してくれて
います。境川中学校の生徒や一般のボランティ
アもお手伝いに来てくれました！

←福祉施設の夏祭りの様子→

例えば…社会福祉施設地域交流助成事業

岐阜市支会
現在の募金額50,558,633円

〈平成26年12月18日現在〉
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　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
ただいた方々におかれましては、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高齢
者・子育て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、地
域福祉に関する各種研修事業、ボランティア育成を目的とした各種講座、市内小中学校を中心とした福祉教育
の推進を行うボランティアセンター事業として活用させていただきます。

社協会費総額 28,870,935円

社協会費を活かしていきます！

平成26年12月18日現在
普通会費   21,987,735円
特別会費（個人）   3,086,200円
特別会費（法人）   2,765,000円
施設・団体会費   405,000円
賛助会費   627,000円

　昨年、10月16日岐阜市文化センターにおいて、岐阜市と共催で第36
回岐阜市民福祉大会が開催されました。
　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（寄附）されました個人・団体並びに社協
特別会員（個人・法人）、社協賛助会員の方々に感謝状を贈呈いたし
ました。受賞されました皆様おめでとうございます。
　そして、「いくつになっても旬」と題して、女優の藤田弓子さんによ
る記念講演がありました。講演ではいつまでも笑顔で、輝いて生きる
ことの大切さとして、「ときめき」を忘れないこと。「自分自身を育て
ていくこと（育自）」 で自分への興味を自分が無くさないこととお話
しいただきました。また会場が一体となった連想ゲームも行っていた
だき笑顔に包まれた講演となりました。

あたたかな心ありがとうございます！！

●社会福祉事業へ
　・アンサンブル・ムーン   64,868円
　・フコク生命 外野クラブ   56,875円
　・須山誠治   30,000円
　・NPO法人ぎふ要約筆記 かがり火   1,300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）
　 8 月22日から12月18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）

第36回岐阜市民福祉大会が開催されました

●福祉ボランティア基金へ
　・岐阜切手研究会   4,400円
　・匿名   1,200円

社協会費にご協力いただきありがとうございました。
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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 朝日大学村上記念病院

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
岐阜なずな学園
中日技研株式会社
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
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
株式会社電算システム
ハートランス株式会社
一般社団法人ぎふ綜合健診センター
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
岡田内科
加納内科
よしだファミリークリニック
石川内科クリニック
アピス薬局
株式会社のはら
株式会社唐箕屋本店
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
かき松
大野大仏堂
株式会社野々村葬儀社
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
株式会社吉むら名産店
株式会社誠和
公益社団法人岐阜病院
社会福祉法人舟伏
前田建設工業株式会社中部支店防衛日野作業所
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
ながよ皮膚科クリニック
株式会社中野新聞舗
日本タクシー株式会社
堀株式会社
山田メディカルクリニック
株式会社川甚
岐阜観光株式会社
株式会社松英組
弁護士法人森川・鈴木法律事務所
岐阜商工信用組合
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
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
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
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
損害保険ジャパン日本興亜株式会社岐阜支社
イギン株式会社
餃子の王将千手堂店
株式会社ガイア
第一ゼミナール本荘校
株式会社T.S.C
株式会社遠藤造林
有限会社小関商店
岐阜市内郵便局
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

1口 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
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
長良西自治会連合会
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
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
株式会社交成春近事業所
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
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
萬松館
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

1口 株式会社麩兵
株式会社オンダテクノ
ぎふデンタルフォレスト
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
岐阜電財株式会社
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
特別養護老人ホーム 養生訓園
医療法人社団 友愛会
社会福祉法人 和光会
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
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
株式会社松籟
株式会社KVK
日本ガード株式会社
濃尾電設株式会社
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
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
株式会社岐阜グランド印刷社
大建設計株式会社
濃飛倉庫運輸株式会社
岐阜自家用自動車組合
ヨツハシ株式会社
河村製紙株式会社

（敬称略・順不同）
合計284口、260特別会員（法人・団体・施設）
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災害ボランティア養成講座

災害ボランティアセンターとは…

高山市における災害ボランティア活動について　

　阪神淡路大震災から今年で20年になります。また、昨今の災害に対し、被災者支援のた
めに各地で災害ボランティアが活躍しています。そこで今回は、本会において実施している、
災害ボランティアに関する活動をご紹介します。ご自身の災害への備えや災害ボランティア
活動について今一度、考えてみてはいかがでしょうか。

阪神淡路
大震災から20年… 災害ボランティアについて

　避難所運営ゲーム（Hinanzyo Unei Game）のアルファベットの頭文
字をとってHUGと呼ばれています。1 グループ 5 〜 7 人程度で、避難者の年
齢や性別、国籍やニーズが書かれたカードを、避難所の体育館や教室に見
立てた平面図にどれだけ配置できるか、また避難所でおこる様々な出来事に
どう対応していくかなど、避難所運営をみんなで考えるゲームです。

　昨年、10月18日に岐阜市民福祉活動センターにおいて、災害ボランティア養成講座を開催しまし
た。講座では、講話やゲームを通して、災害に対する意識を高め、災害ボランティアの役割や注
意点等を学びました。

講話／「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

「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

非常食の紹介と試食
協力／アンシンク株式会社

　講話では、過去に起きた災害を振り返りながら岐阜で予
想される災害、災害が起きるまでにできる事はなにか、実
際に被災者の生の声も交えながらお話しされました。

　HUGというカードゲームを使い、グループに分かれて避
難所の運営方法について考え、話し合いの中で、避難所運
営の難しさや大変さを実感してもらいました。

　様々な種類の非常食の紹介
と防災用品の展示をし、受講者
には、実際に五目ごはん、み
そ汁、シチューなどの非常食を
試食してもらいました。

　災害ボランティアセンターは、災害時に設置される被災者を支援するための機関で
す。個別・多様・柔軟に支援するために様々な役割があり、その１つに「つなぐ」機
能があります。被災者支援を行うにあたって、災害ボランティア活動は必要不可欠で
あり、また、被災によって生じる多岐にわたったニーズが災害ボランティアセンターに
集まります。
　そこで、災害ボランティアセンターは、被災地でのボランティア活動を円滑に実施す
るため、ボランティアを必要とする人とボランティアをしたい人の想いをつなぐ場所と
なります。被災した地域の社協、日
ごろから活躍しているボランティア、
行政が協働して担うことが多く、活動
内容として、「ニーズの把握」、「ボラ

ンティアの受け入
れ」、「人数調整・
資機材の貸し出
し」などがありま
す。

災害ボランティア活動に
行ってきました！

　昨年、 8 月22日に大雨による土砂災害に見舞われた高
山市江名子町にて、4 名の職員がボランティア活動をしま
した。高山市災害ボランティアセンターの指示のもと、ボ
ランティアのリーダーとともに、畑や民家の庭に流れ込ん
だ土砂を土嚢袋に詰めたり、一輪車で運搬を行いました。
　 1 日という短い時間ではありましたが、たくさんのボラ
ンティアの方と協力しながら活動することができました。

▲活動の様子

（受講者の感想）
◦避難所の課題の生の声は参考になった。
◦非常食の種類の多さ、お湯を入れるだけでこれだけのおいしさに驚いた。
◦ＨＵＧでは本番さながらの区分けで、考えもしなかった難しさを感じた。

マッチング

市民（被災者）

ニーズの把握災害ボランティア
の派遣

災害ボランティア
センター

活動の報告

活
動
の
実
施

災害ボランティアの
登録・受付

活動の依頼・支援、
資機材の提供

災害ボランティアセンターの役割

災害ボランティア

HUGって？
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ふれあい福寿会館

JR岐阜

JR西岐阜

環
状
線 名鉄岐阜

南警察署

至
墨
俣

長良大橋

穂積大橋

長
良
川

至大垣

至大垣

至揖斐

河渡橋

県福祉・
農業会館 県庁

◎

至名神高速岐阜羽島IC
至新幹線岐阜羽島駅

JR東海道本線

至鏡島大橋

市科学館

県図書館

県美術館

　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。

 交流コーナーで笑顔いっぱい  ステージ発表で楽しんで

　NPOやボランティア、生涯学習な
どの33団体と来場者の方が、工作な
どの参加・体験や展示物の観覧、ブー
スでの交流、ステージ発表の観賞を
通して、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／ 3 階（大会議室）、4 階（小会議室）
◦内容／ 物作り・遊び体験コーナーや車いすなどの福祉体験コーナー

を企画しています。

◦時間／12：00〜13：00
◦場所／ 2 階アトリウム特設ステージ
◦内容／ 歌や踊り、レクリエーション、腹話術など楽

しいパフォーマンスがあります！

昨年の様子

友＆愛岐阜市福祉の店心のこもったイッピン！

レインボーマスク   210円【ワークサポートひの】 醤油さぶれ   100円【長良ひまわり社】

　刻んだアーモンドを隠し味に入れた贅沢なサブレ生地に、
高級たまり醤油をたっぷり塗って焼き上げました。甘いサブレ
と口の中にほんのり広がる醤油の香ばしい味のミスマッチ感
が、斬新な味わいを醸し出しています。味の決め手となる醤
油は地元・岐阜産の生のたまり醤油です。

　お子様から大人の方まで使っていただけるように、サイズ
は小さめと普通サイズがあります。ダブルガーゼでほこりや
花粉をシャットアウトし、乾燥も防ぎます。様々な絵柄の中
から、お気に入りのマスクでこの冬を過ごしてみませんか？

ぬりえや写真を使ってオリジナルの
缶バッジを作りました。

車イスに乗って段差をのぼる
体験をしました。

〈ステージ発表団体〉
◦岐阜長良川平成いきいき龍幸会
◦キッズスクエア瑞穂　
◦中国語あそびサークルLA-LA
◦ひまわり一座　
◦風雅会　
◦ケンちゃんファミリー
◦ぎふ音楽療法協会
◦公益社団 スコーレ家庭教育振興協会
お楽しみに！

フェスティバル
NPO・ボランティア・生涯学習

子ども・3世代交流
会場／ふれあい福寿会館 2〜4階
　 　　（岐阜市薮田南5-14-53）平成27年2月28日㈯ 10：00〜15：00 開催

心をこめて、
手作りして
います。

ひとつひとつ
丁寧に製作し
ています。
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社協の情報ひろば

「教育支援資金」のご案内

　　　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

　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、印鑑およびひとり親家庭等を証明するもの（児童扶養手当証書等）を
お持ちのうえ岐阜市社会福祉協議会事務局又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／平成27年 1 月19日（月）から 2 月13日（金）（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〜金曜日　岐阜市社会福祉協議会事務局
　　　　　　　火・金・土・日曜日　岐阜市母子寡婦福祉連合会事務局
　　　　　　　（いずれも都通2-2　岐阜市民福祉活動センター内）

◦問合わせ先／月〜金曜日　岐阜市社会福祉協議会　地域福祉推進グループ
TEL255-5511

　　　　　　　土・日曜日　岐阜市母子寡婦福祉連合会 TEL252-6692

＊＊岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ＊＊

他にも条件がございますので、
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。

　教育支援資金は、他の制度を利用することができない低所得世帯に対して、学校教育法に定
められた高等学校、大学などへの入学や就学に必要な経費を貸付けします。
※ 他の制度とは…日本学生支援機構奨学金や日本政策金融公庫教育ローン、母子父子寡婦福祉資金修学資金、

岐阜県選奨生等奨学金、岐阜市育英資金など。
◦対象世帯
◦岐阜市内在住で、住民票と現住所が一致する世帯
◦ 資金の貸付に合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
◦ 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）
◦ 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が困難な世帯
◦多額の負債や滞納を抱えていない世帯

◦揃えていただく書類
◦ 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。

就学支度費
　入学金、教科書・制服など
貸付限度額
　500,000円以内

教育支援費
　授業料、通学定期代など
貸付限度額
　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
　　※最短修業年限が貸付期間です

※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なりません。

　償還は、卒業後6ヵ月以内で据置期間を経た後に始まります。
　償還方法は月賦（月々の分割返済）となります。償還期限
　は、原則として10年以内です。
　貸付利子は無利子です。

祝卒業
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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

◎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

▪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。

社協の情報ひろば

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
※ 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

☎
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

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。

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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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
　HP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）
　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）
　　「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がなく、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
　岐阜市にお住まいの概ね65歳以上の高齢者及びご家族。
◦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。
　岐阜市社会福祉協議会

　TEL255-5511　FAX255-5512

日　程 内　　容 場　　所（地　区） 時　間
2月9日㈪ 免疫力アップ!!自分でできるリンパマッサージ ロイヤルコート寺田（合渡） 午後 1時30分〜 3時
2月17日㈫ 長い息は　長生き エトワールずいこう（網代） 午後 2時〜 3時30分
2月17日㈫ 免疫力アップ!!自分でできるリンパマッサージ シャローム・みわ（三輪北） 午後 2時〜 3時30分
2月24日㈫ ADL体操で笑顔で健康いつまでも ウェルビュー明郷（本郷） 午後 1時30分〜 3時

運動指導教室

栄養改善教室 五感健康法教室 園芸健康法教室

◦定員／20人〜活動的な生活を過ごすために〜

介護予防
教室の様子
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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

三輪南支部
石原第一サロン

方県支部
佐野公民館サロン

鷺山支部
いきいきサロン

茜部支部
いきいきサロン

◦開 催 日／
　第1・3月曜日
◦開催場所／
　石原第一公民館

◦開 催 日／
　不定期
◦開催場所／
　佐野公民館

皆で連なって、お互いに肩もみ！レッツ コミュニケーション！ 脳トレで、六角返し（パズル）をつくりました。

◦開 催 日／
　10月、2月
◦開催場所／
　鷺山自治公民館

◦開 催 日／
　毎月第3月曜日
◦開催場所／
　島公民館

◦開 催 日／
　毎月第3水曜日
◦開催場所／
　梅林公民館

◦開 催 日／
　偶数月 最終月曜日

（12月は最終の1週前の月曜日）

◦開催場所／
　辰新公民館

◦開 催 日／
　毎月第2木曜日
◦開催場所／
　日野公民館

島支部
島うた声サロン

梅林支部
いきいきサロン

日野支部
いきいきサロン
「P・P・K」

おなじみの、マジックショーで楽しいひと時をすごしました。 体操や脳トレの後は、皆で声高らかに合唱♪

〜フラダンス〜　みんなで踊れば怖くない！

ゆったりとした音色のオカリナ演奏で皆さんうっとり。

みんなで脳トレ…楽しい時間！

◦開 催 日／
　偶数月20日、
　奇数月第3土曜日
◦開催場所／
　高桑コミュニティ

　会館

柳津支部
高桑桑の実ひろば

頭をマッサージして健康に！和気あいあいと進行されます。
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