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岐阜市民福祉大会
●日時／平成27年10月20日㈫
　　　　午後 1 時30分〜
●場所／岐阜市民会館　大ホール
　　　　（岐阜市美江寺町 2 丁目 6 番地）
※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用下さい。
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第37回

入場
無料

　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）

俳優 高橋 元太郎さん
「出逢い　ふれあい　支えあい」

記 念
講 演

「水戸黄門」のうっかり八兵衛役でおなじみの



★日時／平成27年10月20日（火）
　　　　　開場 午後 1 時00分～　開会 午後 1 時30分
　　　　　　　　　　　　　　　 閉会 午後 3 時30分 予定

★場所／岐阜市民会館 大ホール
　　　　 （岐阜市美江寺町2丁目6番地）

第37回

あたたかな心ありがとうございます！！
　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。）
　 6 月13日から 8 月27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
　・公益財団法人 田口福寿会   500,000円
　・株式会社美濃庄   16,899円
　・アルフレッサ日建産業株式会社   14,256円

　岐阜市との共催で、第37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、記念講演として俳優 高橋元太郎さんにご講演いた
だきます。
　ぜひご来場ください。

◦俳優 高 橋 　 元 太 郎  さん

◦テーマ 「出逢い ふれあい 支えあい」
プロフィール

　1941年 1 月15日東京都生まれ。
　1961年「スリーファンキーズ」のメンバーとしてデビュー。
　1969年から「水戸黄門」（うっかり八兵衛役）に３１年間出演。
　ナショナル劇場の総出演数は１３００本を超える。
　2013年11月20日、日本コロムビアより新曲「ローマで乾杯」をリリース。
　2014年後期ＮＨＫ連続テレビ小説「マッサン」島爺役で出演。
　備前焼の個展や講演活動・ライブ・ディナーショーなど多数活動。

【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

※手話通訳・要約筆記あります。
※入場無料
※�駐車場はございませんので、公共
交通機関をご利用下さい。

岐阜市民福祉大会

記念講演
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～つなげよう つながろう 支え合いの輪～

　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、認知
症は特別なことではなく私たちの身近な問題となってきています。地域全体で認知症の理解を深め、
認知症になっても誰もが安心して暮らし続けるまちづくりについて学習し、福祉・生活課題の改善や
解決に向け、ともに支え合い・助け合えるまちづくりを考える場として開催いたします。

地域福祉推進フォーラム2015

◦日　時／平成27年12月11日（金）　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／

　福岡県大牟田市では、小学校区を単
位とした地域丸ごとケア体制（地域包
括ケアシステム）づくりをすすめてい
ます。
　大牟田方式とよばれる認知症につい
ての取り組みは、行政と地域住民・団
体、介護サービス事業所などが連携を
深めて進められてきました。
　・ ほっと安心（徘徊）ネットワーク

「認知症SOSネットワーク模擬
訓練の実施」

　・ 子どもたちと学ぶ認知症
　　「絵本教室」
　・認知症コーディネーターの養成

　…など
　世代を超えたまちづくりの取り組み
の実践例から、私たちの地域づくりに
ついて、一緒に考えてみませんか！！

　「まちで、みんなで
　　　　　 認知症をつつむ」
　　～大牟田市の実践から学ぶ～

大牟田市認知症ライフサポート研究会

梅
うめ

　本
もと

　　政
まさ

　隆
たか

　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電話番号を岐阜
市社会福祉協議会へお伝えください。

　　TEL255-5511　FAX255-5512
◦お申し込み期限／平成27年11月30日（月）

◆講演

◆報告
①「認知症疾患医療センターの概要について」
　　　　　認知症疾患医療センター　岐阜病院
　　　　　ソーシャルワーカー　長　戸　奈　美 氏

②「認知症の人と家族の思いと支援について」
　　　　　公益社団法人　認知症の人と家族の会

梅本政隆氏プロフィール
　

　2012年度より、大牟田市保健福祉
部長寿社会推進課の職員として、地
域包括支援センターの統括業務、及
び認知症の人の地域包括ケア体制構
築等に従事し、地域のネットワークづ
くりに従事。

　現在は、大牟田市都市整備部建築住宅課に在籍。
　傍ら2004年から大牟田市認知症ライフサポート研究会
の運営委員を務めている。
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出会いと学びの講座
　「間もなく定年」、「すでに定年された方」、「仲間づくり」 や 「仕事以外の新たなライフスタイ
ル」を求める方々を対象に、人と人との交流や手をつなぎあうことで、自身の楽しみにプラス、
新たな自分の発見と生きがいづくりにつなげていただけるよう講座を開催します。
　培ってきた技術、技能、知識、経験を活かせる場として、ボランティア活動や地域福祉活動と
いう選択肢があります。
　この講座を通して学んだことをもとに、私たちができることを一緒に探してみませんか。

日　時 内　　　　容

1 10月24日（土）
10：00〜14：45

〇オリエンテーション
〇「地域生活者」から始める　いきいきシニアライフ（DVD視聴）
〇「この出会いがあなたを変える」
　　　講師　社会福祉協議会芥見南支部事務局　斎藤　　勝 氏
〇心と体をほぐしましょう♪
　レク式体力チェック＆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

2 11月 1 日（日）
10：00〜16：00

〇傾聴とは？コミュニケーションのとり方（講義・演習）
　　　講師　NPO法人　岐阜いのちの電話協会
　　　　　　副理事長　子安　崇雄 氏
〇地域で支え合うための介助はじめの一歩
　　　福祉体験（車いす介助など）
　　　協力：福祉体験サポーター会
〇地域で自分らしく生きていくために
　　　高齢者の心と体について理解を深めましょう！
　　　講師　中部学院大学短期大学部　准教授　高野　晃伸 氏

3 11月 7 日（土）
13：30〜15：30

〇さあ、はじめよう！ボランティア活動〜私たちにできることは？〜
　ボランティア活動者から学び、
　ボランティア活動のイメージを具体的に！！
〇ボランティアとは
　体験に向けて活動のポイント・体験先の紹介

自由参加　11月〜12月
〇ほっと　ひといき　心と体のリフレッシュ！！
　自分のまちを知る　ウォーキング　協力：で愛ふれ愛　街の幸せ隊

4 11月〜12月
〇ボランティア活動体験（詳細は講座内で案内）
　・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

5 1 月 9 日（土）
10：00〜13：00

〇体験報告会＆交流会
　わたしにできること・やってみたいこと

《対象者》　市内在住の中高年で、できるだけ全日程を通して参加できる方。
《参加費》　無料
《会　場》　岐阜市民福祉活動センター（岐阜市都通 2 - 2 ）
　　　　　 ※ボランティア活動体験は、高齢者施設等
《定　員》　20名
《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
 岐阜市社会福祉協議会
《お申し込み期限》 平成27年10月16日（金）
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時　間 内　容 講　師

10：00〜10：15 オリエンテーション

10：15〜11：00
防災・減災に関する岐阜市の取り組み
〜南海トラフ大地震への警戒〜

岐阜市都市防災課
副主幹　宮本　宗雄　氏

11：00〜12：00
「過去の災害から学ぶ災害ボランティア活動と災
害ボランティアセンターとは？」

日本防災士会 岐阜県支部

防災士　西田　重成　氏

12：00〜13：00 休　　憩

13：00〜15：30 午前の振り返り
「HUG〜避難所運営ゲーム〜」

日本防災士会 岐阜県支部

防災士　西田　重成　氏

◦対象者／�防災・減災に興味がある方、災害ボランティアに
　　　　　興味がある方で両日参加できる方
◦参加費／無料
◦会　場／ハートフルスクエアーG（JR岐阜駅東）
　　　　　岐阜市橋本町 1 -10-23
　　　　　※お越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用下さい。
　　　　　※お車でお越しの方は、駐車場代がかかります。
◦定　員／30名
　　　　　※お申し込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。
◦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年齢をお伝え下さい。
　　　　　　　　TEL255-5511　FAX255-5512
　　　　　　　　岐阜市社会福祉協議会　ボランティアセンター
◦お申し込み期限／平成27年11月27日（金）

災害ボランティア講座
共催／岐阜市生涯学習センター

　過去の災害を風化させることなく、身近な課題として常に防災・減災に関する意識を持っ
てもらうとともに、災害ボランティアに関する正しい知識・技術や災害ボランティアセンター
の役割などを学んでいただくことを主旨とした講座です。

　1961年大阪府生まれ。
　自宅のあった西宮市で阪
神・淡路大震災に遭い、避
難所などでボランティア活
動に参加。
　これをきっかけに災害ボ

ランティア活動の研究と実践を続けている。
　現在、NPO法人日本災害救援ボランティ
アネットワーク理事長のほか、多くの社会
活動を行っている。

◦日時・内容／
　◇12月13日㈰　10：30〜12：00
　　講演　「モシモの時、地域は？そのためにイツモ防災を！」
　　講師　大阪大学大学院人間科学研究科　教授
　　　　　NPO法人 
　　　　　日本災害救援ボランティアネットワーク　理事長

　　　　　　　　　　　　　　　　渥美　公秀　氏
※ 12月13日（日）の講演会のみの参加を希望される方は、岐阜市生涯学習

センター（TEL058-268-1050）にお問い合わせいただくか、10月 1 日号
の広報ぎふをご覧下さい。

　◇12月19日㈯　10：00〜15：30

渥美公秀 氏　プロフィール

▲HUGの様子

HUGとは…
　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
け配置できるかなど、避難所運営をみんなで考え
るゲームです。
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　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69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6,163万円、
岐阜県でおよそ 3 億7,454万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。
　また、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、使い途の計画を立
ててから募金を行う計画募金です。

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！！

戸別募金

職域募金

法人募金

学校募金

街頭募金

～さまざまな募金活動～

www.akaihane.or.jp

共同募金目標額【岐阜市支会】

59,767,100円

共同募金会岐阜市支会　TEL255-5511／FAX255-5512

共同募金に関する情報は…

◦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～

　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」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られま
したら、ぜひご協力をお願
いいたします。

　貸し出しできますので地域や福祉施設
等のイベントにてご協力をお願いします！

赤い羽根カプセル募金箱で共同募金をPR

地域の自治会（各家庭）に呼びかける
募金です。
企業等で働いている方に呼びかける募
金です。
学校で児童や生徒に呼びかける募金で
す。
社会貢献として法人に呼びかける募金
です。
ボランティアが街頭に立って呼びかけ
る募金です。

　昨年、岐阜県立みどり荘の
「みどり荘祭」（福祉施設地
域交流助成事業）で、共同募
金のPRブースを設置していた
だきました♪

じぶんの町を良くするしくみ。

赤い羽根共同募金とは？

2015�No.1496

※答えは11ページ

赤い羽根共同募金運動が始まります！！
共同募金目標額【岐阜市支会】

59,767,100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いただいています。
★と　き　10月 1 日（木）、3 日（土）、4 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

～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～

　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」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られま
したら、ぜひご協力をお願
いいたします。

　貸し出しできますので地域や福祉施設
等のイベントにてご協力をお願いします！

赤い羽根カプセル募金箱で共同募金をPR 「まちがいさがし」やってみよう！！
　　まちがいは、7つあります。
　　脳トレに、家族の
　　　　コミュニケーションに

愛ちゃん　 　　 希望くん

※平成27年度　赤い羽根共同募金のポスターです。
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地域福祉見守り・助け合い体制づくり支援事業
の補助金交付対象事業が決定しました。

　地域福祉見守り・助け合い体制づくり支援事業とは、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、先駆的・モデル的な地域福祉活動とな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）の立ち上げ等に対し、必要な経費を市と市社協が協調して補助する
ものです。
　補助対象者選定委員会において、応募団体から企画のプレゼンテーションを行い内容について審査した結果、下記
の 2 団体に補助金を交付することが決まりました。

■団体名　本荘まちづくり協議会
○地域住民（住民・NPO・商店）による買物支援等の助け合い活動の立ち上げ
（1）実施地域　本荘地区
　　　（人口：11,643人、5,072世帯　高齢化率：28.22%　H27. 4 . 1 現在）
（2）地域の福祉課題
　　 　本荘地区は、65歳以上人口が3,286人で、今後高齢者の単身世帯等が増加すると予測されます。地域内

にあるスーパーマーケットでは、高齢者が大量に食品を購入したり、購入前の食品を食べたりするなどの
行動が見られるようになり、店員がよくよく話を聞くうちにこの人は認知症なのかなと気づく場面が多く
なってきました。そこで、高齢者等が認知症になっても顔なじみのある住み慣れた地域で安心して生活が
できるよう地域ぐるみで支援を行います。

（3）事業内容
　　①配食（食材、弁当）による安否確認・困りごと相談事業
　　　 　食の確保が不安な方（認知症等で自分で調理ができない、買い物ができな

いなど）に対して、スーパーマーケットやコンビニエンスストアの協力により
食材や弁当を調達し、ボランティアが利用者に手渡しで配達することで安否を
確認します。

　　②市民後見活動者養成事業
　　　 　NPO法人ナルク岐阜と連携・協働して地域住民を対象とした市民後見活動

者の養成事業を実施します。
　　③食の安心サポーター養成事業
　　　 　認知症になっても安心して買い物ができるよう、同行して買い物の補助を

行うサポーターを養成します。

■団体名　NPO法人　ギフ福祉ネットワーク東部
○障がい者・高齢者の日常生活応援ボランティア組織“快援隊”の立ち上げ
（1）実施地域　岐阜市全域
　　　（人口：414,382人、174,490世帯　高齢化率：26.76%　H27. 4 . 1 現在）
（2）地域の福祉課題
　　 　急速な高齢化に伴い、介護保険法・障害者総合支援法などの制度内だけでは解決できない日常生活上

の問題に触れることが多くなってきています。具体的には、福祉有償運送の利用者から、「家具の移動が
自分ではできない」、「草取りができないために庭が荒れる」などのちょっ
とした困りごとの相談を受けることがあり、解消できるよう支援を行いま
す。

（3）事業内容
　　①ボランティア部隊による生活支援活動の実施
　　　 　高齢者や障がい者などを対象とした生活支援サービス（ゴミ出し、

電球の交換、買い物代行など）を安価で実施します。
　　②ボランティアの募集及び勉強会の実施 ▲ボランティア参加者説明会の様子

▲私たちが食材をお届けします
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　どんな事業なの？　
　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。

　どんな人が利用できるの？　
　例えば、認知症高齢者や知的障がい、精神障がいなどで自分ひとりで
は福祉サービスの利用契約等の判断をすることが不安な方や、日常生活
に必要なお金の出し入れ・書類の管理などをするのに不安のある方です。

　どんなお手伝いをしてくれるの？（利用できるサービス内容）　
◦福祉サービス利用のお手伝い
　◦福祉サービスの利用に関する相談や情報の提供
　◦福祉サービスの利用料を支払う手続き
　◦福祉サービスについての苦情解決制度を利用
　する手続き

　利用料はいくらかかるの？　
①福祉サービス利用援助 1時間あたり　1,000円

（1時間を超えると15分ごとに250円加算）②日常的金銭管理サービス
③書類等預かりサービス 1ヶ月あたり　500円
※ 岐阜市在住で、世帯収入が市民税非課税程度の場合は、①、②のサー

ビス利用料は半額です。生活保護世帯の場合は、①、②、③のサービス
利用料は無料です。

　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。

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   350円
【あしたの会家庭学校】

マグネット   150円
【ポップコーン福祉会】

　ミックスクッキーはロン
グラン商品です。ココア
やレーズンなど7種類の
クッキーが入っています。
たくさんの愛情を入れて
作っています。可愛いク
マのラベルがついている
袋が目印です。

　オーブン陶土から手作
りしたクマのマグネットは
世界に一つのオリジナル
商品です。デザインの提
案も仲間と話し合い、工
夫しながら作っています。
ご家庭の冷蔵庫などにぜ
ひいかがですか。

ご存知ですか 日常生活自立支援事業くらしのあんしん
　　　おてつだい

最近物忘れが多くて、
通帳や印鑑をどこに

しまったか思い
出せない…

市役所などから書類が
たくさん来るけれど、

どう手続きしたら
いいか分からない…

福祉サービスを利用
したいけれど、

どうしたらいいの？

毎月の電気代や
ガス代の支払い…
お金のやり取りに

自信がない…

◦�福祉サービスの利用のお手伝いにあわせて、次のようなサー
ビスも利用できます。

◦日常的なお金の出し入れのお手伝い
　◦年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
　◦税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
　◦日用品等の代金を支払う手続き　など
◦日常生活に必要な事務手続きのお手伝い
　◦福祉サービスの適切な利用のために必要な一連の援助
　◦住民票の届出等の行政手続きに関する援助　など
◦銀行の貸金庫等で大切な書類等をお預かり
　【お預かりできる書類等】
　◦年金証書　◦預貯金通帳　◦証書（保険証書、契約書など）
　◦実印、銀行印　など
　【お預かりできないもの】
　◦宝石、書画、骨董品、貴金属類　など

【お問い合わせ先】　岐阜市社会福祉協議会　岐阜地区福祉サービス利用支援センター　252-6661

材料の計量を
しています ハートを沢山入れて

作っています
ほとんどの工程を仲間のみで作り上げています
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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

お申し込み
について

◦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
　　　　　（①認知症予防教室・⑤食を考えよう○得 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、③、④、⑤の教室は無料です。

①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
11月 6 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

11月20日㈮
12月 4 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
※お申し込みは年間 1 回のみとなります。

②園芸健康法教室
　〜花と土の香りで、心に癒しを〜

日　程 内　容
11月30日㈪ 　春まで楽しめる花の寄せ植え

◦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。
※お申し込みは年間 1 回のみとなります。

③家族介護教室
　〜一人で介護に悩まないために〜

日　程 内　容
10月 5 日㈪ 福祉用具の活用方法について
11月 2 日㈪ 認知症の初期の対応について

◦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

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 時　間

10月 9 日㈮ ゆったりヨガで　心も体もリフレッシュ！ 岐阜市民福祉活動センター（本郷） 午後 1 時30分〜 3 時
10月20日㈫ 免疫力アップ！自分でできるリンパマッサージ エトワールずいこう（網代） 午後 2 時〜 3 時30分
10月23日㈮ 簡単に作れる　クラフトバック 岐阜市民福祉活動センター（本郷） 午後 1 時30分〜 3 時
11月 5 日㈭ 昭和のなつかしい歌を　みんなでうたおう！ さくら苑（網代） 午後 2 時〜 3 時30分
11月 9 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
11月 9 日㈪ イスに座って　楽らく体操 大洞岐協苑（芥見東） 午後 2 時〜 3 時30分
11月12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30分
11月13日㈮ 心いきいき　マッサージとメイク 岐阜市民福祉活動センター（本郷） 午後 1 時30分〜 3 時
11月18日㈬ 心身しなやか　音楽時間 ささゆり（芥見東） 午後 1 時30分〜 3 時
11月27日㈮ 癒しの音色に　魅せられて 岐阜市民福祉活動センター（本郷） 午後 1 時30分〜 3 時
12月21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
1 月13日㈬ イスに座って　楽らく体操 やすらぎの里川部苑（七郷） 午後 2 時〜 3 時30分
1 月15日㈮ イスに座って　楽らく体操 黒野あそか苑（黒野） 午後 2 時〜 3 時30分
1 月21日㈭ 音楽に合わせて　筋力アップ！ ラ・ポーレぎふ（鏡島） 午後 1 時30分〜 3 時

⑤食を考えよう○得 教室（全3回コース）〜バランス良く食べる習慣づくり〜
茜部公民館 三里公民館 鷺山公民館 内　容
10月 7 日㈬ 10月19日㈪ 11月11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）
10月21日㈬ 10月26日㈪ 11月19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）
10月28日㈬ 11月 2 日㈪ 11月24日㈫ 元気・いきいき食事計画（バランスのとれた献立をたてよう）

◦時　間／午後 1 時30分〜 3 時　◦定　員／20名　※お申し込みは年間 1 回のみとなります。
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保健所

名鉄
岐阜

岐阜市民福祉活動センター

訪問入浴サービス事業所

◎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

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）
〒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（O75、O81、O86）
　　「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

岐阜市社会福祉協議会事務所のご案内

社協柳津支所・柳津センター 北部センター 南部センター
〒501-6121 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

〒502-0082 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

〒500-8268 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

〒500-8887 
岐阜市西野町六丁目北町9番地2
訪問入浴サービス事業所
TEL215-1905・FAX215-1906

公共交通機関岐阜バス
　岐阜大学・病院線（C70）
　加納島線（K18）
　市内ループ線
　　「西野町」下車 北西へ300m

訪問入浴サービス事業所

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。

7ページの 「まちがいさがし」 の答え
◦犬が走っている　◦手前左から二番目の子の帽子の色　◦順位の旗の番号　◦土けむりの数
◦希望くんの髪の毛　◦中央右の子のバトンの長さ　◦愛ちゃんのはちまきの長さ

お問い合わせ先／TEL255-5010
岐阜市社会福祉協議会中央センター
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岐阜市民福祉大会

　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

長森北支部
ふれあい・
いきいきサロン

木田支部
ふれあい・
いきいきサロン

則武支部
則武いきいきサロン

三輪南支部
福丸団地
いきいきサロン

長森東支部
ふれあい
いきいきサロン

市橋支部
須賀こんしんクラブ

岩野田北支部
わかくさ同好会

長良西支部
いきいき
サロン八代

◦開 催 日 ／
　毎月第3日曜日
◦開催場所／
　前一色公民館 他

◦開 催 日 ／
　毎月第2月曜日
（1月・3月はお休み）
◦開催場所／
　木田公民館

◦開 催 日 ／
　年4回開催
◦開催場所／
　新屋敷公民館

◦開 催 日 ／
　毎月第4日曜日
◦開催場所／
　福丸自治公民館

◦開 催 日 ／
　毎月第3木曜日
◦開催場所／
　水海道公民館

◦開 催 日 ／
　毎月第3水曜日
◦開催場所／
　須賀公民館

◦開 催 日 ／
　毎月第3月曜日
◦開催場所／
　東粟野公民館

◦開 催 日 ／
　毎月第3金曜日
◦開催場所／
　八代公民館

あと出しジャンケンで脳トレ！間違えても…お愛嬌♪

小学生との混合チームで輪投げとスカットボールで点数を競い合
いました。「頑張って〜」の声が出るなど、暑さを忘れて大張りきり！

思わずこぼれる笑顔と笑顔！笑いの渦が巻き起こりました。

コミュニケーション麻雀を使ってチームで競い、熱くなりました。

童謡や唱歌を歌い…なつかしい思い出が甦りました。

折り紙で鶴を折ります。皆さん集中して思い思いの作品ができました。

資源ごみ回収ゲームを考えました。いくつ箱に入るかな。

脳トレ 楽しく、グー・チョキ・パー！

社協支部活動いきいきいきいき
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