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〜加納西支部〜

〜三輪北支部〜

（支え合いの活動づくり支援事業）

より一層、安心・安全な
まちを目指して、「顔の
見えるつながりづくり」
を進めています！！

ふれあい・いきいきサロン
の充実と福祉委員活動の開
始に向けて進めています！！

サロン「ひなたぼっこくらぶ」
始まりました！！

近くに住んでいたのに、サロンを通して出会いました！！

〜日置江支部〜



平成27年度 岐阜市社会福祉協議会 事業計画

重点目標

重点事業

在宅福祉サービス事業

1．岐阜市地域福祉推進計画の推進
2．福祉サービス利用支援事業の充実
3．在宅福祉サービスの安定運営

【岐阜市地域福祉推進計画関連事業】
〇近隣住民による日常の見守り・災害時の避難行動支援の一体的な体制づくり
　�　高齢者や障がい者などの支援を必要とする人等を対象とする「近隣住民によ
る日常の見守り活動」と「災害時の避難行動支援体制づくり」が一体的に推
進できるよう、活動の手引きや様式等をモデルとして提示し、普及啓発を図り
ます。
　　平成31年度までに30支部での実施を目標とします。
〇地域ごとの地区地域福祉活動計画づくり
　�　地域ごとに、中長期的な課題、目標、見通し等を住民間、各種団体間で共
有することにより、地域福祉活動が段階的・継続的に推進できるよう計画づく
りを支援します。
　　平成31年度までに30支部での実施を目標とします。
〇「地域助け合い活動創出支援協議連絡票」を活用した地域福祉活動のコーディ
ネート機能の充実
　�　公的相談支援機関等で、支援を必要とする人の個別支援等を通じて把握され
た地域課題を解決するために、「地域助け合い活動創出支援協議連絡票」を活
用することにより、地域で不足している助け合い活動につながる市民の自発的
活動の充実や新たな活動の立ち上げが図れるよう支援します。

【介護保険事業】
◦老人居宅介護事業（ヘルパー派遣）
◦訪問入浴介護事業
◦居宅介護支援事業（ケアプラン作成）
【障害者総合支援事業】
◦居宅介護事業（ヘルパー派遣）
◦同行訪問事業（ガイドヘルパー派遣）
◦特定相談支援事業（サービス利用計画の作成）
【地域生活支援事業】
◦訪問入浴サービス事業
◦移動支援事業（ガイドヘルパー派遣）

独立採算の経営理念のもと、信頼される利用者本位の質の高いサービス提供を実施します。
◦訪問介護事業等における制度外サービスの実施（低所得者世帯に配慮した利用料設定とします）
◦ねたきり高齢者理容サービス事業

【受託事業】
◦介護予防支援事業（予防プラン作成）
◦要介護認定訪問調査事務事業
◦ホームヘルプ事業
　（岐阜市介護予防・日常生活支援総合事業）
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【ボランティアセンター事業】
◦ボランティア情報紙「にじ」の発行
◦各種ボランティア講座の開催
◦福祉教育推進事業
◦ボランティア活動推進事業
◦ボランティア活動保険の普及
【地域参加促進事業】
◦勤労者地域デビュー作戦
◦社会福祉施設の地域交流事業への助成

地域福祉推進事業

福祉サービス利用支援事業

平成26年度に岐阜市と一体的に策定した「岐阜市地域福祉推進計画」に基づき、社協支
部を中心とした住民参加、協働による市民相互の支え合い活動を中心とした地域福祉活
動を推進していきます。
【社協支部活動の推進】
◦ふれあい・いきいきサロン事業 ◦ひとり暮らし高齢者のつどい事業
◦児童と高齢者のふれあい事業 ◦支部広報紙の発行事業
◦高齢者等介護予防教室事業 ◦子育て支援サロン事業
◦支部特色化事業 ◦福祉委員活動支援事業
◦支え合いマップづくり推進事業 ◦「日常緊急時」の連携体制推進事業
◦地区地域福祉活動計画策定支援事業 ◦地域福祉コーディネーターの配置
◦福祉機器（車いす）配備事業 ◦金婚祝い贈呈事業
◦地域福祉推進フォーラム等各種研修会の開催 ◦地域福祉見守り・助け合い体制づくり支援事業

住民が地域で自立した生活を送ることができるよう関係機関と連携をとり支援します。
◦心配ごと相談・認知症相談
◦ひとり暮らし高齢者への電話訪問事業
◦法人後見事業
【受託事業】
◦介護相談員派遣事業
◦日常生活自立支援事業
◦地域包括支援センター中央北事業
◦生活福祉資金等の貸付事業

【受託事業】
◦支え合い活動実践者養成事業
◦岐阜市福祉の店運営事業
◦介護予防事業・家族介護教室事業
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総額
631,343千円

総額
631,343千円

総額
936,688千円

総額
936,688千円

総額
305,345千円

総額
305,345千円

地域包括支援センター
中央北事業 5.4%

居宅介護支援・
認定調査
事業 19.6%

訪問入浴
サービス
事業 4.8%

管理運営
事業 2.7%

障害福祉事業 8.2% 老人居宅介護等事業 15.1%

退職積立事業 8.4%

障害福祉事業 12.2%

老人居宅介護等
事業 22.4%

退職積立事業 12.5% 地域福祉推進事業 12.2%

共同募金配分金
事業 5.5%

福祉サービス
利用援助
事業 6.7%

法人運営事業 
28.5%

地域包括支援
センター中央北事業 
16.6%

居宅介護支援・認定
調査事業 60.1%

訪問入浴
サービス事業 
14.9%

管理運営事業 8.4%前期末支払資金残高 16.1%

受取利息配当金
収入 0.5%

障害福祉
サービス等
事業収入 
6.9%

介護保険事業収入 52.3%

負担金収入 
0.6%

受託金収入
23.5%

経常経費補助金収入
0.1%

前期末支払
資金残高 13.1%

その他の活動に
よる収入 15.0%

その他の
収入 2.2%

受取利息配当金
収入 2.0%

障害福祉サービス等
事業収入 9.3%

介護保険事業収入 
17.3%

負担金収入 5.5%

事業収入 
0.2%

貸付事業等
収入 0.2%

受託金収入 
8.6%

経常経費
補助金収入 
21.4%

寄附金収入 0.5%

会費収入 4.7%

地域福祉推進
事業 8.3%

共同募金
配分金
事業 3.7%

福祉サービス
利用援助事業 
4.6%

法人運営事業 19.2%

前期末支払資金
残高 14.1%

その他の活動に
よる収入 10.1%

その他の収入 
1.5%

受取利息配当
金収入 1.5%

障害福祉サービス等事業収入 8.5%

介護保険事業収入 28.8%

負担金収入 3.9%

事業収入 0.2%

貸付事業等
収入 0.1%

受託金収入 
13.5%

経常経費補助金
収入 14.4%

寄附金収入 0.3%

会費収入 3.1%

※当期支払資金残高はそれぞれの事業に含まれており総額131,613千円です。

※当期支払資金残高はそれぞれの事業に含まれており総額82,568千円です。

※当期支払資金残高はそれぞれの事業に含まれており総額49,045千円です。

社会福祉事業
公益事業

地域福祉事業
在宅サービス事業

管理運営事業
介護サービス事業

※1
※2

※1
※2

※1
※2

※1※2

※1※2

※1※2

社会福祉事業会計

公益事業会計

収入の部

収入の部

支出の部

法人全体
収入の部 支出の部

支出の部

岐阜市社会福祉協議会 平成27年度予算

社会福祉法人新会計基準が制定され、本会は、平成26年度予算から移行しております。詳しくはホームページにも掲載
いたしますのでご覧下さい。
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【お詫びと訂正】社協だより1月15日号（146号）P 5 特別会員記事内に誤りがありました。
（誤）岐阜電財株式会社→（正）岐阜電材株式会社

関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことを
深くお詫びし、訂正させていただきます。

　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、地域福祉に関する各種事業や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。

あたたかな心ありがとうございます

●社会福祉事業へ
　◦一般財団法人�岐阜社会福祉事業協力会�� �2,000,000円
　◦ぎふしん愛の募金�� �150,000円
　◦ユニー株式会社＂小さな善意で大きな愛の輪＂運動
　　アピタ岐阜店 店長�杉山義和�� �101,561円
　◦ユニー株式会社＂小さな善意で大きな愛の輪＂運動
　　ピアゴ長良店 店長�足立正夫�� �64,429円
　◦ユニー株式会社＂小さな善意で大きな愛の輪＂運動
　　ピアゴ鶉店 店長�小島英揮�� �46,014円

　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。
　12月19日から3月25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）

平成26年度

共同募金運動に
ご協力いただき

ありがとうございました

平成26年度日赤社資

61,635,769円

53,859,433円
　みなさまのあたたかいご支援に支えられ、
赤十字活動を展開することができました。
心から感謝いたします。

▲ぎふしん愛の募金 ▲株式会社市岐商デパート ▲岐阜聖徳学園大学附属中学校生徒会

社協会費総額29,483,735円
普通会費   22,598,535円
特別会費（個人）   3,086,200円
特別会費（法人）   2,765,000円

平成27年 3 月25日現在

施設・団体会費   407,000円
賛助会費   627,000円

　◦株式会社美濃庄�� �27,448円
　◦株式会社市岐商デパート�� �20,000円
　◦安藤美喜子�� �20,000円
　◦アルフレッサ日建産業株式会社�� �13,976円
　◦介護老人保健施設�長良川ビラ�� �8,356円
　◦廣瀬君子�� �5,000円

岐阜市地区総額

　みなさまからお寄せいただきました社資は、日本赤十
字社岐阜県支部を通じて、国際活動や災害救護活動等
の充実に役立てられます。

岐阜市支会総額

社協会費にご協力いただきありがとうございました。

●福祉ボランティア基金へ
　◦匿名�� �1,000円

●物品
　◦岐阜聖徳学園大学附属中学校生徒会�� �車いす 2台
　◦宮崎順子�� �車いす 1台

　みなさまからお寄せいただいた募金は、岐阜県共同募金会を通じて平成
27年度に保育園や障がい者施設などで行われる福祉施設の整備や社会福祉
協議会が実施する地域での福祉活動、ボランティア活動に使われます。
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重点施策②　支え合い活動を担う人材の養成

重点施策④　
ボランティア・NPO支援機能の充実

重点施策⑤　公的な相談支援と地域福祉活動の協働

重点施策①　支え合い活動の基礎となる情報基盤整備

重点施策③　支え合い活動を担う団体への支援

　市民が自ら地域の福祉課題を把握し、必要な活動を立ち上げ、充実させ
ていけるよう、人材育成面から支援できる施策を充実させていきます。

　従前のボランティア・NPO中間支援施策を、市民相互の支
え合いの場の拡大を図る観点から見直し、拡充を図ります。

　公的な相談支援機関と地域福祉活動団体との連携協力を推進していきます。

　支え合い活動の原点となる「誰が」「どのように」支援を必
要としているかに関する情報を地域住民自ら取得・共有し、関
係者間の連携が円滑に行われるようにします。

　地域ごとに課題、活動実態、住民の考え方等は多様なことから、
地域ごとの状況に応じて福祉活動を支援します。

取り組む
べきこと

取り組む
べきこと

取り組む
べきこと

取り組む
べきこと

取り組む
べきこと

➡

➡
➡

➡

➡

 拡　充 ◦�生活支援ニーズとボランティア・
NPOとのマッチング等中間支援機能
の強化

 新　規 ◦�長寿社会を見据えた高齢者同士の支
え合い活動の場の拡大

 新　規 ◦「地域助け合い活動創出支援協議連絡票」を活用
した地域福祉活動のコーディネート機能の充実

 新　規 ◦�近隣住民による日常の見守り・災害時
の避難行動支援の一体的な体制づくり

 新　規 ◦�地域福祉活動の円滑化

 拡　充 ◦�見守り・助け合い活動に取り組む団体支援

 新　規 ◦�地域ごとの○○地区地域福祉活動計画づくり

 拡　充 ◦�地域活動の自立性を高めるための人材養成講座

行政と一体となって岐阜市地域福祉推進計画を策定しました
（平成27〜31年度　 5か年計画）

　この計画を策定するために実施し
た基礎調査や岐阜市地域福祉推進委
員会における審議等を通じて認識した
「主要課題」に対し、市社協及び
市は、5つの「重点施策」を掲げ

実施していきます。

重点施策

基本理念

基本目標1

基本目標2

手をつなごう　誰もが安心していきいきと
心豊かに暮らせる　市民が主役のまちづくり

市民相互の支え合い（共助）の促進

（1）身近な地域における住民相互の支え合いの促進
（2）ボランティア・NPO等による支え合いの促進

公的な相談支援（公助）と共助との協働の推進

（1）支援を必要とする人が相談につながりやすい体制づくり
（2）協働による地域生活支援の充実
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ひとり暮らしをしている高齢者の方が地域で安心して暮らせるよう民生委員・
児童委員が交代で電話による健康状態の確認や心配ごとなどをうかがいます。

利用できる方：65歳以上でひとり暮らしをしている方
　　　　　 　（昼間の時間帯ひとりになる方も利用できます）
利用できる日：毎週火・金曜日の 9時30分から正午
　　　　　 　（祝日はお休みです）
利　用　料：無 料

ひとり暮らし高齢者　愛の電話訪問

【利用方法】
希望の曜日を決めていただき、担当地区の民生委員・児童委員さんに申込みをしてください。
（希望時間は10時〜11時30分の間でお聞きしています。）
※利用料の請求や、商品の販売、無理な勧誘は致しません。
※悪徳商法ではありません。

　現在お住まいの自己所有の不動産（土地・建物）に、将来にわたって住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、
その不動産を担保として生活資金を貸付けて、世帯の自立を支援する制度です。

不動産担保型生活資金のご案内

◦借入に必要な担保措置  
　◇�担保となる不動産に根抵当権の設定（極度額は土地評価額の 8割）と代物弁済予約のため所有権移転請求権保全の仮登記
が必要です。

　◇本制度の利用について推定相続人全員の同意を得るよう努めなければなりません。
　◇推定相続人の中から連帯保証人 1名が必要です。（推定相続人が不存在の場合は、不要）
　　※�契約期間中に連帯保証人が死亡又は破産したときは代わりの連帯保証人を立てなければなりません。

◦貸付対象  
次の 1・2のいずれにも該当する世帯です。
1 　対象世帯
　・�借入申込者が単独で所有している不動産に居住している世帯
　　※�同居の配偶者が連帯借受人となる場合は、配偶者と共有している不動産も対象となります。
　・�世帯の構成員全員が原則として65歳以上であり、配偶者と親（配偶者の親を含む）以外の同居人がいない世帯
　・�世帯の収入が市町村民税非課税又は均等割課税程度の低所得世帯
　　※�他の公的資金を借受中の世帯は、原則として貸付対象外となります。
2 　対象不動産
　・�当該不動産に賃借権等の利用権や抵当権等の担保権の設定がされていないこと。
　・�土地の評価額が原則として1,000万円以上であること（ただし、借入申込世帯の状況をふまえ、貸付適当と判断される場合は、
800万円以上でも可能）。

　　※�当該不動産が都市計画法上の「市街化調整区域」内にある場合は原則対象外

◦貸付内容  
◇貸付限度額 担保となる土地評価額の概ね 7割
◇貸 付 月 額 30万円以内（原則として 3ヵ月ごとにまとめて交付）

※臨時の出費（医療費・家屋修繕費等）がある場合、臨時増額申請が可能
◇貸 付 期 間 借受人（連帯借受人がいる場合は借受人及び連帯借受人）が亡くなるまでの期間又は貸付元利金が貸付限度額

に達するまでの期間
※�貸付元利金が貸付限度額に達した場合は、生活資金の貸付けは停止されますが、契約終了まで居住することができます。

◇貸付金の利率 年 3%、又は毎年度ごとの 4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方を基準として定めます。

お問い合わせ先　TEL255-5511 福祉サービス利用支援グループ

社協の情報ひろば

お変わりありませんか？
お困りごとはありませんか？
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地域福祉見守り・助け合い体制づくり
支援事業を募集します

平成27年度 「ボランティア活動保険」
加入手続きを受け付けています。

　高齢者や障がい者などの支援を必要とする人に対する生活支援など市民同士で助け合う活
動等であって、本市の先駆的・モデル的な地域福祉活動となりうる新たな助け合い活動（ゴミ
出し、買い物代行、庭の清掃などの生活支援サービス）の立ち上げ等に取り組む地域団体や
NPO等に対し、必要な経費を補助します。

◆対 象 経 費 助け合い活動の立ち上げに必要な備品購入費やユニフォーム作製費用など
◆採 択 件 数 2 件程度
◆補 助 額 上限100万円
◆募 集 期 間 4 月15日（水）〜 5月15日（金）
◆お問い合わせ先 岐阜市社会福祉協議会　地域福祉推進グループ

� ☎255-5511
または岐阜市福祉部　福祉政策課� ☎265-3891

　ボランティア活動保険は活動場所への行き帰りを含め、活動中に起こったボランティア自身の
ケガや、他人の身体・財物に損害を与えた時に補償される保険です。
加入対象者
　�岐阜市社会福祉協議会の会員ならびに岐阜市ボランティアセンターに登録されているボランティア、ボラン
ティアグループ、団体

ボランティア活動保険の掛金（年額）
基本タイプ Aプラン� 300円 天災タイプ Aプラン� 430円

Bプラン� 450円 Bプラン� 650円
　　※被災地でボランティア活動を行う場合は事前に天災タイプの加入手続きをしてください。
◦保険金をお支払いする主な例
　①ケガの補償
　　　ボランティア活動中の急激・偶然・外来の事故によりケガをした場合に保険金をお支払いします。
　　　◦清掃ボランティア活動中、転んでケガをした。
　　　◦ボランティア活動に向かう途中、交通事故にあった。
　②賠償責任の補償
　　�　ボランティア活動中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより法律上
の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

　　　◦家事援助ボランティア活動で、清掃中、誤って花びんを落とした。
　　　◦自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って他人にケガをさせた。

　その他、ボランティアグループなどが主催者となる行事開催中に参加者がケガをしたり、主催者が賠償責
任を負った場合に補償する行事用保険もあります。
　ボランティア活動保険の加入・申請方法など詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先　TEL：255-5511　地域福祉推進グループ

＊＊岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ＊＊

改定
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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

電話相談
　 の
 ご案内

社協の情報ひろば

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

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

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

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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＊＊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

◦対　　　象／岐阜市内にお住まいのおおむね65歳以上の高齢者及びご家族
　　　　　　　（運動指導教室・認知症予防教室は、できるだけ全回出席できる方）
◦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
※お申し込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。
※①、②、④の教室は無料です。

お申し込みについて

①運動指導教室（全 8回コース）〜今日からはじめる健康づくり〜
◦日程・内容／
日　程 内　　容
5月20日㈬ 体力に自信のない方や運動をはじめたい方にお勧めの運動

教室です。
・体力測定（初回と最終回）
・ストレッチング
・筋力トレーニング
・用具を使った運動
・簡単レクゲーム

5月27日㈬
6月 3日㈬
6月10日㈬
6月17日㈬
6月24日㈬
7月 1日㈬
7月15日㈬
◦時間／午後 1時30分〜 3時
◦場所／岐阜市民福祉活動センター（都通 2 - 2 ）
◦定員／30名

②認知症予防教室（全 3回コース）〜感覚を刺激し、脳すっきり〜
◦日程・内容／
日　程 内　　容
7月27日㈪ 若返り体操と簡単ゲームで脳ストレッチ

・文字数字あそび　　　・歌あそび
・昔あそび　　　　　　・お口のゲーム

8月10日㈪
8月24日㈪
◦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名

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／
日　程 内　　容
6月29日㈪ 暑い夏でも元気に咲く花の寄せ植え
◦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名
※自己負担（材料費）700円をいただきます。

④介護予防教室 〜活動的な生活を過ごすために〜
◦日程・内容／
日　程 内　　容
6月25日㈭ 音楽で頭も心もリフレッシュ！
7月 9日㈭ 縮みをほぐし ゆるみを引き締め 歪みを整える
7月23日㈭ フラダンスで足腰を元気に！
◦時間／午後 1時30分〜 3時
◦場所／岐阜市民福祉活動センター（都通 2 - 2 ）　◦定員／30名
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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

京町支部
いきいきサロン

白山支部
いきいき
　健康サロン

鏡島支部
鏡島町ふれあい
　いきいきサロン

島支部
旦ノ島サロン

◦開 催 日／
　毎月第1水曜日
◦開催場所／
　京町公民館

◦開 催 日／
　毎月第3水曜日
◦開催場所／
　白山公民館

お隣さんの肩トントントン♪笑顔がこぼれます！ お互いに教え合いついつい夢中に…楽しい作品づくり！

◦開 催 日／
　年1回（不定期）
◦開催場所／
　太子堂

◦開 催 日／
　毎月第4金曜日
◦開催場所／
　三里公民館

◦開 催 日／
　不定期
◦開催場所／
　芥見町屋公民館

◦開 催 日／
　奇数月第2火曜日
◦開催場所／
　旦ノ島公民館

◦開 催 日／
　毎月第2火曜日
◦開催場所／
　岩滝公民館

三里支部
ふれあい
　いきいきサロン

芥見支部
町屋サロン

岩支部
岩滝サロン

社務所を会場として使わせていただいています。
懐かしい音楽に合わせ手足のリズム体操！ ガーゼハンカチでヒヨコの手芸。顔の表情に個性があります。

色とりどりの風船で楽しみましょう♪

大きな麻雀パイで、色々なゲームを楽しみました！！

魚釣りゲームで真剣勝負！！

◦開 催 日／
　毎月第1金曜日
◦開催場所／
　プラザ掛洞会議室

網代支部
奥いきいきサロン

的あてゲームで高得点を狙って対抗戦！！
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