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子育て支援サロン事業
を通じて未来の担い手をはぐくみます

▲ボールとビーズあそび
　（本荘支部）

▲サポーターによる子育て
　悩み相談（柳津支部）

▲親子で楽しくスキンシップ
　（鏡島支部）

▲みんなで仲良く運動会ごっこ（京町支部） ▲ハンドベルを使ってみんなでリンリン♪
　（岩野田北支部）



平成28年度 岐阜市社会福祉協議会 事業計画

重点目標

重点事業

法人運営事業 福祉サービス利用支援事業

　このたび、岐阜市社会福祉協議会会長という大役をお受けすることになり、その使命の重大さをひしひ
しと感じているところでございます。
　さて、地域では少子・高齢社会の進展や核家族化をはじめ、生活困窮や虐待、消費者被害など、孤立
を起因とした様々な生活課題が深刻化しています。
　このような状況のもと、平成26年度に市と一体的に策定した「岐阜市地域福祉推進計画」では、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や地域ごとの課題、目標、見通し
等を住民間、各種団体間で共有し推進する地区地域福祉活動計画づくり等、今回掲載されております様々
な福祉事業を進めてまいります。
　もとより微力ではございますが、これからの岐阜市社会福祉協議会の円滑な運営をとおして地域福祉の
充実と発展、または関係各位のご支援を賜りながら、会長としての責務を果たす所存でありますので、何
卒格別のご指導ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

社会福祉法人
岐阜市社会福祉協議会
会長　大 野 　通

就任のごあいさつ

　適切な法人運営を行うために、次の事業を実
施します。
◦�理事会・監事会・評議員会等各種会議の開催
◦�社協会費の募集
◦�共同募金運動、日本赤十字社事業への協力
◦�社協だより（年 4回）・ホームページによる広報
◦�岐阜市民福祉大会の開催（岐阜市と共催）
◦�社協活動PR事業の実施［新規］
【受託事業】
◦�岐阜市民福祉活動センター管理事業（指定管理）

　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愛の電話訪問事業
◦�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
◦�成年後見制度に関する相談対応・普及啓発事業［新規］

【岐阜市地域福祉推進計画関連推進事業】
◦�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、日常・災害時あんしん個別支援活動の手引きを提示し、
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。
◦�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。
◦�「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。

岐阜市地域福祉推進
計画の推進

福祉サービス利用支援
事業の充実

在宅福祉サービス事業
の安定運営

2016 No.1512



　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あ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
◦�児童と高齢者のふれあい事業
◦�高齢者等介護予防教室事業
◦�支部特色化事業
◦�支え合いマップづくり推進事業
◦�地区地域福祉活動計画策定支援事業
◦�福祉機器（車いす）配備事業
◦�地域福祉推進フォーラム等各種研修会の開催
◦�岐阜市地域福祉見守り・助け合い体制づくり支援事業
【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
◦�福祉出前講座
◦�ボランティア交流会の開催［新規］
◦�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
【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

　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
【介護保険事業】
◦�訪問介護・介護予防訪問介護事業（ヘルパー派遣）
◦�介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス（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）
【障害者自立支援事業】
◦�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）

地域福祉推進事業

在宅福祉サービス事業

◦�ひとり暮らし高齢者のつどい事業
◦�支部広報紙の発行事業
◦�子育て支援サロン事業
◦�福祉委員活動支援事業
◦�「日常緊急時」の連携体制推進事業
◦�地域福祉コーディネーターの配置
◦�金婚祝い贈呈事業

【受託事業】
◦�介護予防支援事業
（予防プラン又は介護予防ケアマネジメント作成）
◦�要介護認定調査事業
◦�岐阜市高齢者等実態調査事業
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地域包括支援センター
中央北事業 17.0%

居宅介護支援・
認定調査事業 
58.4%

訪問入浴
サービス事業 
16.9%

管理運営事業 7.7%

前期末支払資金残高 
18.0%
その他の活動に
よる収入 0.6%

受取利息配当金
収入 0.4%

障害福祉
サービス等
事業収入 7.3%

介護保険事業収入 51.7%

負担金収入 
0.6%

受託金収入 21.3%

経常経費補助金収入 0.1%

障害福祉事業 12.6%

老人居宅
介護等事業 
24.9%

退職積立事業 7.4%
福祉サービス利用援助事業 8.4%

地域福祉推進事業 11.7%

共同募金配分金
事業 6.9%

法人運営事業 28.1%

前期末支払資金残高 13.2%

その他の活動による
収入 8.4%

その他の収入 
0.5%
受取利息配当金
収入 2.4%

障害福祉
サービス等
事業収入 9.6%

介護保険事業収入 19.9% 負担金収入 4.7%

事業収入 0.3%
貸付事業等収入 0.2%

受託金収入 10.5%

経常経費補助金
収入 24.6%

寄附金収入 0.4%
会費収入 5.3%

地域包括支援センター
中央北事業 6.4%

居宅介護支援・
認定調査事業 
22.0%

訪問入浴
サービス事業 
6.4%

管理運営事業 
2.9%

障害福祉事業 7.9%
老人居宅介護等事業 15.5%

退職積立事業 4.6%

福祉サービス利用
援助事業 5.2%

地域福祉推進
事業 7.3%

共同募金配分金
事業 4.3%

法人運営事業 17.5%

前期末支払資金残高 15.0%

その他の活動による
収入 5.4%

その他の収入 
0.3%
受取利息
配当金収入 
1.6%

障害福祉
サービス等事業収入 
8.8%

介護保険事業収入 32.0%

負担金収入 3.2%
事業収入 0.2%

貸付事業等収入 
0.1%

受託金収入 
14.6%

経常経費補助金収入 
 15.3%

寄附金収入 0.2%
会費収入 3.3%

※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

※当期末支払資金残高はそれぞれの事業に含まれており総額131,192千円です。

※当期末支払資金残高はそれぞれの事業に含まれており総額72,696千円です。

※当期末支払資金残高はそれぞれの事業に含まれており総額58,496千円です。

総額
551,986千円

総額
551,986千円

総額
886,287千円

総額
886,287千円

総額
334,301千円

総額
334,301千円

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

岐阜市社会福祉協議会 平成28年度予算

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（150号）P 5 特別会員記事内に誤りがありました。
（誤）株式会社岐阜観光ホテル十八楼→（正）株式会社十八楼

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
　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18日から 3 月28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27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27年度日赤社資

61,456,512円

53,427,323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。

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

社協会費総額29,217,239円
普通会費   22,453,839円
特別会費（個人）   3,062,400円
特別会費（法人）   2,635,000円

平成28年 3 月28日現在

施設・団体会費   428,000円
賛助会費   638,000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。

　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
28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。

◦社会福祉事業へ
　◦ぎふしん愛の募金�� �240,000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　古田直樹�� �201,079円�
　◦齋藤勝（香典返しの一部）�� �50,000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　岡田博�� �25,918円�
　◦株式会社美濃庄�� �15,185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�� �13,567円
　◦アルフレッサ日建産業株式会社�� �13,500円

　◦株式会社市岐商デパート�� �10,000円
　◦介護老人保健施設長良川ビラ�� �9,018円
　◦廣瀬君子�� �5,000円

◦福祉ボランティア基金へ
　◦大久保幸子�� �500,000円
　◦切手研究会�� �1,200円
　◦匿名�� �1,800円

◦物品
　◦岐阜聖徳学園大学附属中学校生徒会
　　　�� �車いす 2台

平成27年度
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社協のホームページでも各支部の
活動紹介をしています。
ぜひご覧下さい。

支 部 長

副支部長

理　　事監　　事 事務局委員会

評 議 員 事務局主事

岐阜市社会福祉協議会支部
　昭和53年から55年にかけ、市社協の働きかけにより、市の全地区（自治会連合会単位）において設立された地域住民組
織です。今日では、本市の地域福祉活動に欠かすことができない主要な実践主体となっています。

◦社協支部の組織図（モデル）

特集

◦社協支部で取り組む主な事業
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検 索岐阜市社協

支え合いマップづくり
　地域の福祉問題・課題の共有化や方
策を検討する地域の話し合いの場づく
りに支え合いマップを活用します。

児童と高齢者のふれあい
　世代間の交流を通して、お互いを
思いやる心を育みます。
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岐阜市社会福祉協議会支部 通称「社
しゃ

協
きょう

支
し

部
ぶ

」とは

　昭和53年から55年にかけ、市社協の働きかけにより、市の全地区（自治会連合会単位）において設立された地域住民組
織です。今日では、本市の地域福祉活動に欠かすことができない主要な実践主体となっています。

◦社協支部で取り組む主な事業
ふれあい・いきいきサロン
　地域で生活している高齢者等が集まり、ふ
れあいを通して生きがいづくり・仲間づくりの
輪を広げます。また、地域の介護予防の拠点
として心身機能の維持向上にもつながります。

ひとり暮らし高齢者のつどい
　ひとり暮らしの高齢者を対象に会食や健
康指導、福祉情報を提供するなどのふれあ
いの場を設けます。

子育て支援サロン
　子育て中の親子を対象に、「気軽に相談
できる場」「情報交換ができる場」「仲間づ
くりの場」を設けます。
※サロンの様子は表紙をご覧下さい。

介護予防教室
　寝たきりや認知症にならないよう、健康で
いきいきと地域で暮らしていくために、必要
な知識や技術を習得します。

このページから支部名を選択してクリック！

➡ ➡

社協支部で行われる事業は、皆様から
いただいた社協会費や共同募金を財源
としております。
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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！

布ぞうり   600円〜1,200円
【ひまわりの会】

アクリルタワシ   100円
【ワークサポートやないづ】

　布ぞうりは、浴衣など
不要の木綿布を再利用
し、新しい布を足して
色合わせに工夫しながら
しっかり編んであります。
足の指を開くことができ、
健康に良いと評判です。

　直径11cmのものを 2
枚重ねてしっかりと閉じて
あります。洗剤いらずで
食器やコップがきれいにな
り、使いやすいです。そ
の他にも流し台や、洗面
所、お風呂洗いなどいろ
いろな使い方ができます。子供用・S・M・Lサイズあります。

　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
ことはじめ講座を開催します。

第 2回
第 3回
第 4回

6 月14日㈫13：30〜16：30
6 月21日㈫13：30〜16：30� 「傾聴について」
6月30日㈭13：30〜16：30

第 5回 7 月中
岐阜市内福祉施設において見学・体験

第 6回 8 月 2日㈫13：30〜15：30　「まとめ、振り返り」

第 2回 6 月16日㈭10：00〜12：00
　「高齢者、障がい者について」

第 3回 6 月23日㈭10：00〜12：00　「福祉体験」
第 4回 6 〜 7 月中　学校へ同行

第 5回 8 月 1日㈪13：30〜15：00
岐阜市福祉体験サポーター会定例会に参加

第 1 回

傾聴ボランティアコース 福祉体験サポーターコース

6 月 7日（火）13：30〜15：00　「ボランティアとは？ボランティア活動のポイント」
※第 1回は「傾聴ボランティアコース」、「福祉体験サポーターコース」共通です。

ボランティアことはじめ講座

会　場／ぎふメディアコスモス
　　　　（「福祉体験サポーターコース」の第5回のみ岐阜市民福祉活動センター）
お申し込み／岐阜市社会福祉協議会　岐阜市ボランティアセンター
　　　　　　TEL058-255-5511　FAX058-255-5512
お申し込み期限／ 5 月31日（火）
お申し込みの際は、①氏名、②住所、③電話番号、④年齢、⑤希望コースをお伝え
下さい。

傾聴ボランティアとは…？
　相手の気持ちに寄り添い、相手の話を受け止めていく
ことにより、相手の心のケアをします。受講後、希望さ
れる方は市内福祉施設において傾聴ボランティア活動を
していただきます。

福祉体験サポーターとは…？
　社協職員と一緒に、福祉教育の一環として小・中学校
等に対し、高齢者疑似体験、車いす体験、アイマスク（視
覚障がい者）体験を実施します。受講後、希望される方
は福祉体験サポーターとして活動していただきます。

2コース開催！
参加費無料！

利用者さんが頑張って編んでいます。土台の布ひもを縫う人、鼻緒を作る人、最後の仕上げ
をする人、何人もの人々の手を経て完成します。
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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

不動産担保型生活資金のご案内

【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・児童委員さんに申し込みをしてください。
※利用料の請求や、商品の販売、無理な勧誘は致しません。

◦不動産担保型生活資金とは
　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。
◦貸付対象は
　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
　　　・�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世帯外となります。
　 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
◦貸付内容は

◇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。

◦借入に必要な担保措置は
　◇�担保となる不動産に根抵当権の設定（限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。

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 ＊＊岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ＊＊

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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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
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 認知症高齢者の
介護に関する相談 福祉に関する相談 日常生活自立支援

事業に関する相談
�
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

�
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

登録ヘルパー
募集中！！

◦�20歳以上の方で、ホームヘルパー養成研修 2級課程以上修了の方
◦週に2日以上、 1日 1時間以上活動が可能な方
詳しくはTEL255－5010　中央センターまでお問い合わせください。

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28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、地域
活動への参加支援など）の立ち上げ等に取り組む地域団体やNPO等に対し、必要な経費を岐阜市社会福祉協議会と岐阜
市が協調して補助します。
◆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 4 件程度
◆補 助 額 上限100万円
◆募集期間 4 月15日（金）〜 5月16日（月）
◆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けがや、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。
ボランティア活動保険の掛金（昨年度と変更はありません）

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天災タイプの加入をお勧めしています。
　補償期間／平成28年 4 月 1日午前 0時〜平成29年 3 月31日午後12時
　　　　　　�ただし、中途加入の場合は、加入手続きの完了した日の翌日の午前 0時から、平成29年 3 月31日午

後12時までとなります。
　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いましては、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先　TEL255-5511 地域福祉推進グループ

◦ 月〜土曜日のうち週 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

◦ 月〜金曜日の 8：45〜16：30（時間応相談）
◦ホームヘルパー養成研修 2 級課程以上修了の方
◦賞与（年 2 回）あり

◎訪問入浴サービス介助員募集

◎パートヘルパー募集
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＊＊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）
岐阜市民福祉活動センター内1階・2階
〒500-8309�岐阜市都通2丁目2番地
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 訪問入浴サービス事業所
〒501-6121�
岐阜市柳津町下佐波1丁目8番地
TEL279-1800・FAX279-1898

岐阜市北市民健康センター1階
〒502-0082�
岐阜市長良東2丁目140番地
TEL295-1185・FAX296-7128

岐阜市南市民健康センター2階
〒500-8268�
岐阜市茜部菱野1丁目75番地2
TEL277-8680・FAX277-8681

〒500-8887�
岐阜市西野町六丁目北町9番地2
TEL215-1905・FAX215-1906

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 北東へ50m
　岐阜高富線（G51）「鍵屋」下車 北へ300m

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運動指導教室・②認知症予防教室・③五感健康法教室・④転倒予防教室は、できるだけ全回

出席できる方）
◦場所／岐阜市民福祉活動センター　大会議室�
◦定員／各回　30名
◦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・⑤は無料です。

①運動指導教室 〜今日からはじめる健康づくり〜 
◦日程・内容（ 8回連続コース）

日　　程 内　　容
5月11日㈬

体力に自信のない方、
運動をはじめたい方にお勧めです。
　・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18日㈬
5月25日㈬
6月 1日㈬
6月15日㈬
6月22日㈬
6月29日㈬
7月 6日㈬
◦時　間／午後 1時30分〜 3時

③五感健康法教室 〜五感を刺激し健康に〜
◦日程・内容（ 3回連続コース）

日　　程 内　　容
5月26日㈭ 歌って笑ってこころ元気に
6月9日㈭ 五感を使って日本茶を楽しむ
6月23日㈭ カラフルな花で夏も元気に！（園芸）
◦時　間／午前10時〜11時30分
◦参加費／�3 回目（ 6月23日）は園芸につき、材料費と

して700円自己負担いただきます。

②認知症予防教室 〜簡単予防で脳スッキリ〜
◦日程・内容（ 5回連続コース）

日　　程 内　　容
6月24日㈮ 若返り体操と簡単ゲームで脳ストレッチ

　・軽体操
　・文字数字あそび
　・歌あそび
　・昔のあそび

7月1日㈮
7月 8日㈮
7月22日㈮
7月29日㈮

◦時　間／午前10時〜11時30分

④転倒予防教室 〜筋力アップで転倒を防ぐ〜
◦日程・内容（ 3回連続コース）

日　　程 内　　容
7月12日㈫ ADL体操で笑顔で健康いつまでも
7月26日㈫ ゆったりヨガで心も体もリフレッシュ！
8月9日㈫ イスに座って楽らく体操
◦時　間／午後 1時30分〜 3時

⑤介護予防教室 〜活動的な生活を過ごすために〜
◦日程・内容（単発）

日　　程 内　　容
6月30日㈭ 童謡・唱歌・懐メロを尺八で楽しもう
◦時　間／午後 1時30分〜 3時
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社協支部活動いきいきいきいき

城西支部
ふれあい・
いきいきサロン

芥見東支部
ほっとサロン
（ふれあい・いきいきサロン）

長森西支部
北一色ふれあい・
いきいきサロン

加納東支部
ふれあい・
いきいきサロン

黒野支部
五月町サロン

三輪南支部
いきいきサロン
春近古市場

明徳支部
ふれあい・
いきいきサロン

加納西支部
ふれあい・
いきいきサロン

●開催日／
　毎月第1金曜日
●開催場所／
　城西公民館

●開催日／
　毎月第2金曜日
●開催場所／
　北山公民館

●開催日／
　毎月第1水曜日
●開催場所／
　北一色公民館

●開催日／
　毎月第1木曜日
●開催場所／
　加納東公民館

●開催日／
　毎月第3木曜日
●開催場所／
　五月町公民館

●開催日／
　毎月第2火曜日
●開催場所／
　古市場公民館

●開催日／
　年間9回
●開催場所／
　明徳公民館　等

●開催日／
　毎月第1火曜日
●開催場所／
　加納西公民館

新聞紙ボールで玉入れです。入るかなー！？
真剣です。

今年最初のサロンは、ぜんざいをいただきながら、ほっこり。

「ぴーちゃんズ」によるクリスマスソングの演奏が行われました。
「真っ赤なお鼻の～」全員で一緒に歌いました！

元気健康いろはカルタで、健康について楽しく学びながら、カルタ
を取って競いました。一石二鳥の脳トレです。

今月の歌を決めて歌っています。
惣菜を持ち寄り、皆さんで昼食をいただきます。

音楽に合わせて動作を付けました。
日頃から歌に親しんでいるのでお手のものです。

ピアノ演奏に合わせて、懐かしい歌を唄いました。先生による楽し
いトークでさらに会場は盛り上がりました。

ベルを使ってストレッチ！皆が揃うと楽しさも倍になります。
背筋もぐ～んと伸びて気持ちがいいです。
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