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ボランティア講座！！

今年のボランティア講座
については、 6 〜 7ペー
ジをご覧下さい。

▲�障がいのある子どもとの関わり方について
事前学習（岐阜大学にて）

▲ゴールボールを体験！（岐阜県立盲学校にて）

▲�障がいのある子どもの夏休み教室（サマー
スクール）へ参加（岐阜大学にて）

夏だ！！

ゴールボールとは…？
視覚障がい者の方を対象にした
障がい者スポーツの一種です。
バレーボールのコートと同じ大
きさのコートで鈴の入ったボー
ルを転がし、ゴールに入れます。

青少年
ボランティアスクール
※中・高校生対象

ボランティア塾
※小学4～6年生対象

※写真は昨年の夏に開催した講座の様子



平成27年度主な事業報告
社協事業にご協力いただきありがとうございました

　誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを進めていくために、市民の皆
さまからの会費や寄附金・共同募金配分金などで、関係機関や団体、ボラン
ティアそして多くの市民の皆さまの参加と協力を得ながら、以下の各種事業
を実施しました。

1 　岐阜市地域福祉推進計画の推進
　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、協働による地域での支え合いや災害時・緊急時の支援に係る事業を中心に推進しました。

2 　福祉サービス利用支援事業の充実
　福祉サービス利用者を支援する立場から、日常生活自立支援事業や法人後見事業による要支援者の自立支
援と権利擁護の推進を図りました。

3 　在宅福祉サービスの安定運営
　介護サービス事業において、独立採算の経営理念のもと効率的かつ効果的で適切な事業運営に努め、利用
者本位で信頼される質の高いサービスの提供を図るとともに、障害福祉サービス事業においても適切な利用
ができるよう支援を図りました。

社協の運営 福祉活動の啓発
● 理事／監事／評議員会の開催
● 社協会費の募集
● 各種部会／委員会の開催
● 岐阜市民福祉活動センターの管理
（指定管理者制度）

● 岐阜市民福祉大会の開催（岐阜市と共催）
● 社協だよりの発行（年4回発行）
● ホームページによる広報
　（http：//www.gifushi-shakyo.or.jp）

悩みごとの相談や福祉サービス利用の支援（総相談件数　3,315件）
● 心配ごと相談（相談　87件）
● 認知症相談（相談　14件）
● ひとり暮らし高齢者愛の電話訪問
（電話訪問回数　4,262回）
● 相談セミナーの開催（222名参加）
● 生活福祉資金貸付事業（貸付　79件）
● 介護相談員派遣事業
（26施設　延574回派遣）

● 日常生活自立支援事業
（利用者数　262名）
● 法人後見事業（4件受任）
● 地域包括支援センター中央北事業
　・総合相談支援業務実施（相談　2,329件）
　・権利擁護業務実施（相談　64件）
　・介護予防ケアマネジメント業務実施
　 （介護予防プラン作成数　4,876件）

在宅福祉サービス（総利用者数　15,623人）
● ねたきり高齢者理容サービス事業（66回）
● 要介護認定調査事業（調査件数　7,059件）
● 訪問介護事業等制度外サービスの実施（利用者数　256名）
【介護保険事業】
● 訪問入浴介護事業（利用者数　298名）
● 訪問介護事業（利用者数　4,032名）
〔ホームヘルパーの派遣〕
● 居宅介護支援事業（利用者数　6,756名）
〔ケアプランの作成〕
● 介護予防支援事業
（介護予防プラン受託作成数　1,428件）

【障害福祉サービス事業】
● 居宅介護事業（利用者数　1,173名）
〔ホームヘルパーの派遣〕
● 同行援護事業（利用者数　218名）
● 特定相談支援事業（利用者数　927名）
【地域生活支援事業】
● 訪問入浴サービス事業（利用者数　251名）
● 移動支援事業（利用者数　218名）
〔ガイドヘルパーの派遣〕

のついている事業は共同募金配分金を一部財源としております。
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地域福祉の推進
【岐阜市地域福祉推進計画推進事業】
● 地域助け合い活動創出支援協議連絡票整備事業
　の実施
● 福祉委員役割リーフレット（モデル）の作成
● 日常・災害時あんしん個別支援活動の手引き
　の作成
● 地域における見守り活動の実態把握調査の実施
● 地区地域福祉活動計画策定支援事業（1支部）

● 金婚祝いの贈呈（893組）
● 社協支部活動への支援
　・ふれあい・いきいきサロン事業（50支部）
　・ひとり暮らし高齢者のつどい事業（32支部）
　・児童と高齢者のふれあい事業（36支部）
　・高齢者等介護予防教室事業（27支部）
　・支部広報紙の発行事業（28支部）
　・子育て支援サロン事業（33支部）
　・支部特色化事業（29支部）
　・福祉委員活動支援事業（16支部）
　・支え合いマップづくり推進事業（15支部）
　・「日常緊急時」の連携体制推進事業（21支部）
● 支部長会の開催
● 社協支部役員等に対する各種研修会の開催
● 地域福祉推進フォーラムの開催（236名参加）
● ふれあい・いきいきサロン活動支援者研修会（171名参加）
● 地域福祉見守り・助け合い体制づくり支援事業
● 支え合い活動実践者養成事業（99名参加）
● 介護予防・家族介護教室事業（9,612名参加）
● 社会福祉施設の地域交流事業（15施設）
● 中学卒業生激励事業（98人）
● 地域福祉推進研修会（5会場　759名参加）
● 勤労者地域デビュー作戦事業
　・ボランティアグループ「で愛ふれ愛街の幸せ隊」
　（活動者数76名　総活動回数299回）
　・「出会いと学びの講座」の開催（13名参加）
● 共同募金運動、日本赤十字事業への協力
● 岐阜市福祉の店運営事業

ボランティア活動の推進
● ボランティア情報紙の発行（年12回発行）
● NPO・ボランティア・生涯学習
　子ども・3世代交流フェスティバルの開催
● ボランティア入門講座（20名参加）
● ボランティアステップアップ講座（27名参加）
● 小学生向け講座の開催（15組参加）
● 市内学校等への福祉学習支援（50件）
● ボランティア保険（11,990名加入）
● ボランティアセンター運営委員会の開催
● ボランティア連絡協議会支援

▲ボランティアことはじめ講座 ▲芥見小学校での福祉教育
（高齢者疑似体験の様子）

▲ 空き家を活用したふれあい・いきいきサロンの
様子（合渡支部）

▲オレンジカフェ（認知症カフェ）の様子
（ぎふメディアコスモス）

▲柳津地区地域福祉活動計画
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地域包括支援
センター中央
北事業 16.4%

居宅介護支援・認定
調査事業 58.7%

訪問入浴サービス
事業 17.0%

管理運営事業 7.9%

障害福祉事業 11.7%

老人居宅介護等
事業 21.7%

退職積立事業 15.1%
福祉サービス利用
支援事業 7.1%

地域福祉推進
事業 12.1%

共同募金配分金
事業費事業 5.7%

法人運営事業 26.6%

地域包括支援センター
中央北事業 5.6%

居宅介護支援・
認定調査事業 
20.2%

訪問入浴
サービス事業 
5.9%

管理運営
事業 2.7%

障害福祉事業 7.7% 老人居宅介護等事業 14.2%

退職積立事業 10.0%

福祉サービス利用
支援事業 4.6%

地域福祉推進
事業 7.9%

共同募金配分金
事業費事業 3.7%

法人運営事業 17.5%

前期末支払資金
残高 15.4%

受取利息配当金
収入 0.5%

障害福祉
サービス等
事業収入 7.7%

介護保険事業収入 53.3%

負担金収入 
0.6%

受託金収入 22.4%

経常経費補助金収入 0.1%

前期末支払資金
残高 13.2%

その他の活動による
収入 7.6%
サービス区分間
繰入金収入 3.0%

拠点区分間
繰入金収入 0.6%
事業区分間
繰入金
収入 1.3%
積立資産取崩
収入 0.9%

その他の施設
整備等に
よる収入 0.1%

その他の
収入 2.4%
受取利息配当金
収入 2.2%

障害福祉サービス等
事業収入 8.7%

介護保険事業収入 18.0%

負担金収入 5.7%

事業収入 0.2%
貸付事業収入 0.2%

受託金収入 8.8%

経常経費補助金
収入 21.4%

寄附金収入 0.9%
会費収入 4.8%

前期末支払資金
残高 14.0%その他の活動に

よる収入 5.0%

サービス区分間
繰入金収入 2.0%
拠点区分間
繰入金収入 0.4%

事業区分間
繰入金収入 0.8%

積立資産取崩
収入 0.6%

その他の施設
整備等による
収入 0.1%

その他の
収入 1.6%

受取利息
配当金収入 
1.6% 障害福祉サービス等事業収入 8.4%

介護保険事業収入 30.1%

負担金収入 
3.9%

事業収入 
0.1%

貸付事業収入 
0.1%

受託金収入 
13.5%

経常経費補助金
　収入 14.1%

寄附金収入 0.6%
会費収入 3.1%

※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 管理運営事業
介護サービス事業

※1
※2

地域福祉事業
在宅サービス事業

※1
※2

社会福祉事業
公益事業

※1
※2

※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141,431,378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86,170,070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55,261,308円です。

総額
929,488,732円

総額
929,488,732円

総額
319,606,089円

総額
319,606,089円

総額
609,882,643円

総額
609,882,643円

平成27年度資金収支決算報告

事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録は、本会事務局にて閲覧することができます。またホームページにも
掲載しておりますのでご覧下さい。
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皆さまの会費はこ
のように活用されています。

手をつなごう 安心と活力がうまれる しあわせのまちづくりのために

地域住民

社協会費にご協力をお願いします！！

皆さまからの会費

地域福祉活動

住民参加

社協事業活動の実施 岐阜市
社会福祉
協議会

平成27年度
総額 29,217,239円

会費種別 会費（年額）

普通会費（個人） 一口
200円 各世帯にご協力をいただいている会費です。

特別会費（個人） 一口
1,000円 特に社協事業に賛同していただいた個人・法人

の方々にご協力をいただいている会費です。
特別会費（法人） 一口

10,000円

特別会費
（施設・団体）

一口
2,000円 施設・団体にご協力をいただいている会費です。

賛助会費 一口
3,000円

社協事業に賛同していただいた法人にご協力を
いただいている会費です。

　社協会費の70％以上は、
皆さまの地域で社協支部
が行う、地域福祉事業の
財源として活用されてい
ます。

市内50の社協支部が行う主な地域福祉事業へ
●高齢の方や子育て中の家族の交流の場として
　・ふれあい・いきいきサロン事業
　・子育て支援サロン事業
●ひとり暮らし高齢者のつどい事業
●世代間のふれあいとして
　・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
●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
●その他、社協支部が独自に行っている
　地域福祉事業　など

　岐阜市社会福祉協議会では、市内全域を対象
に、地域で活用できる講座の開催や、ボランティ
ア活動の推進を中心に事業を行っています。
◎地域福祉に関する各種研修事業
　地域福祉の向上を目的に様々な地域事業に関す
る研修を実施しています。
　・岐阜市民福祉大会
　・各種ボランティア講座
　・勤労者地域デビュー作戦
　・地域福祉推進フォーラム
　　　　　　　　　　 など
● その他、社協運営費としても充当されています。
※ 社協が行った平成27年度の事業については本誌
2～ 3ページに掲載しております。

使われています
社協会費は地域福祉活動に
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～夏休み期間を利用したボ

　ボランティアセンターは、ボランティア活動を行う人（したいと思っている人）・必要としている人
の応援団です。「ボランティアをしたいけど何から始めて良いか分からない」、「日常生活の中で、こ
んなことに困っているので、お手伝いしてほしい」、などの想いや悩みがある方は、ぜひお気軽にボ
ランティアセンターまで、お問い合わせください！！
〈主な業務〉
●ボランティア活動に関する相談、コーディネート
●ボランティア情報の提供
　ボランティア情報誌「にじ」「ボランティア案内板」の発行
●福祉教育の推進（出前講座の開催）
●ボランティア保険の窓口
●ボランティア入門講座などの各種講座の開催

対象者
小学4年生～6年生

ボランティア塾のお申し込みは…
岐阜市社会福祉協議会　柳津支所
TEL058‐279‐1800　FAX058‐279‐1898
お申し込みの際は、①氏名、②住所、③電話番号、④学校名と学年をお伝えください。
※参加費は無料です。※お申し込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。

夏休みの期間に小学 4～ 6年生と中・高校生を対象とした 2つの講座を下記の日程で
素敵な想い出を作りましょう！！

ボランティア塾
日　時 内　容 会　場

1 7月25日㈪
9：30～12：00

●オリエンテーション
●視覚障がい者の方との交流～点字で名刺作り～

岐阜市民福祉活動センター
（岐阜市都通 2 - 2 ）

2 7 月27日㈬
13：30～15：30

●高齢者の方との交流
　～デイサービスセンターでボランティア活動をしよう～

北デイサービスセンター
（岐阜市長良東 2 -140）

3 7 月28日㈭
9：30～11：30

●聴覚障がい者の方との交流～手話ソングを歌おう♪～ 岐阜市民福祉活動センター
（岐阜市都通 2 - 2 ）

◎定員／20名
◎締め切り／ 7月15日㈮

デイサービスセンター
でのひと時。だるま落
としで楽しみます。

「ボランティアセンター」はボ特集

できるだけ 3回とも出られる方を募集して
いますが、1回のみの参加でも可能です。

▲ボランティア情報誌
　「にじ」「ボランティア案内板」
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たボランティア講座～

ボランティア交流会を開催します 災害ボランティア講座を開催します
　10月30日㈰、岐阜市内で活躍されているボランティア
さんを対象に、ぎふメディアコスモスにてボランティア
交流会を開催します。グループワーク等を通してボラン
ティア活動に関する情
報や悩みを共有し、ボ
ランティア同士のつな
がりや交流を深めるこ
とを目的とします。

　今年度も、災害ボランティアに興味がある方を対象に
した災害ボランティア講座を開催します。
　いざ、災害が起きた時に災害ボランティア活動が円滑に
行えるよう、災害ボラ
ンティアセンターの役割
や災害ボランティアの意
義について学んでいた
だくことを目的とします。

対象者
市内在住・在学の
中・高校生

青少年ボランティアスクールのお申し込みは…
岐阜市社会福祉協議会　ボランティアセンター
TEL058‐255‐5511　FAX058‐255‐5512
お申し込みの際は、①氏名、②住所、③電話番号、④学校名と学年をお伝えください。
※参加費は無料です。※お申し込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。

程で開催します。普段の学校生活では学べないことを仲間と一緒に学んでみませんか？ 

青少年ボランティアスクール

参加者募集！！

日　時 内　容 会　場

1 8月 7日㈰
10：00～15：30

●オリエンテーション
●講義「災害に備えて今できること」
　講師　防災ボランティア岐阜　野田 日出夫　氏
●ハイゼックス米の試食
　協力　岐阜市赤十字奉仕団
●グループワーク「私たちにできることって何だろう」

岐阜市民福祉活動センター
（岐阜市都通 2 - 2 ）

◎定員／20名
◎締め切り／ 7月29日㈮

　ボランティアに興味のある中・高校生の方を対象に、夏休みの期間を利用したボランティアスクー
ルを開催します。今年度は“防災”をテーマにし、いつ起きるか分からない自然災害に備えて、い
ざという時に役立つ知識を身に付け、家庭や地域での防災・減災力を高めることを目的とします。

ハイゼックス
（災害用炊飯袋）とは…
袋の中に洗米と水を入れ、
袋ごと煮沸してお米を炊く、
災害時の炊き出し方法の一
つです！

ボランティア活動の応援団です
お知らせ

☆いずれも、詳しい内容については 9月15日号に掲載予定です！！
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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！

プチ髪かざり   200円
【ひなた】

ブローチ   300円
【岐阜市身体障害者福祉協会】

　ネコやピエロなど色々
な形のブローチです。昔
懐かしい色柄の布を組み
合わせてひとつひとつ手
作りのため、あたたかみ
のあるブローチになりま
す。ぜひお手にとってみ
て下さい。

　利用者さんから、「ミサン
ガを、髪飾りにしてはどう
かしら？」という一声で商
品作りにチャレンジしてみ
ました。色とりどりの刺繍
糸を使って心を込めて織っ
たミサンガを髪飾りにアレ
ンジして作っています。

共同募金
配分レポート

共同募金配分団体施設
社会福祉法人 同朋会 鏡島保育園
共同募金配分事業　トイレ乾式化工事

共同募金会岐阜市支会では、皆さまからいただいた
共同募金がどのように使われているのか知っていただ
くために、配分された団体の活動をご紹介しています。

　昭和57年に整備されたものであり、平成15年 4 月に「鏡島保育
園」として民営化されました。
　今回、共同募金の配分を受け、「トイレ乾式化工事」として、主
な改修内容は、湿式床から乾式床、小便器を床置き式幼児用小便
器へ、幼児用大便器の暖房便座設置、手洗い・汚物流しの改修を
行いました。
　従来の湿式の床は、「清潔さ」、「快適さ」が欠け、また、床置き
式の小便器は、1～ 2歳児が使用する際、体ごとトイレに入り込ん
でしまったりと衛生面でも改善が必
要とされていました。今回、便座が
暖房式となったことも含め、床が改
修されたことにより、清潔で明るくな
り、園児のトイレトレーニングも円滑
にすすめられるようになりました。

▼工事後

工事前 ▼

バッグ等につけるとワンポイントになります。みなさんの願いが叶いますように♪と織っています。
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車いすの貸し出しをしています。 ヘルパー・看護師を募集しています

熊本県へ職員を派遣！～支援活動レポート～

あたたかな心ありがとうございます！！
　皆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。）
　 3月29日から6月14日までに、下記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）

社協の情報ひろば ＊＊岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ＊＊

●社会福祉事業へ
　・匿名（ 2件）   11,000円
　・有限会社若宮土地利用サービス   1,000円

平成28年 5 月23日㈪～ 5月28日㈯（熊本県社会福祉協議会へ職員1名を派遣）
　熊本県御船町にて益城町在住の方を対象に生活福祉資金の相談業務を行いました。最終日には、益
城町災害ボランティアセンターの運営の様子を見学し、あいにくの雨でしたが、100名以上ものボランティ
アさんがボランティアセンターを訪れていました。災害ボランティアセンターには 1日200～300件ほど
のボランティアニーズが寄せられており、長期的な支援が必要であると感じました。

▲相談窓口の様子

益城町災害ボランティア
センターの様子

▲

　岐阜市内在住の方に、1か月間を限度に車いすの無料貸
し出しを行っています。
★ご利用できる方
• ケガなどをして、車いすが急に必要になった方。
• 普段は車いすを使っていないが、通院や外出のために
必要になった方。
• 現在、車いすを注文しているが、届くまでに数日かか
るため、その間貸して欲しいという方。
※ 車いすは、台数に限りがありますので、お電話でご確
認の上お越しください。

◎訪問入浴サービス
　• 介護員（ホームヘルパー養成研修 2級課程以上修了の方）
　•看護師（准看護師可）　• 運転業務
　いずれも月～土曜日のうち週 2～ 3日程度勤務できる方

お問い合わせ先
地域福祉推進グループ　TEL255-5511

お問い合わせ先
訪問入浴サービス事業所　TEL215-1905

お問い合わせ先
中央センター　TEL255-5010

◎登録ヘルパー
　• 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時間以上活動可能な方
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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
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

③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 場　所 時　間

7月8日㈮ 心身しなやか　音楽時間 シャローム・みわ（三輪北） 午後 2時～ 3時30分

7 月11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

7月19日㈫ 音楽に合わせて　筋力アップ！ 黒野あそか苑（黒野） 午後 2時～ 3時30分

7 月20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

7 月20日㈬ イスに座って　楽らく体操 大洞岐協苑（芥見東） 午後 1時30分～ 3時

8月 3日㈬ 免疫力アップ！自分でできるリンパマッサージ 岐阜市民福祉活動センター（本郷） 午後 1時30分～ 3時

8月 5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

9月 2日㈮ フラダンスで　足腰を元気に 岐阜市民福祉活動センター（本郷） 午後 1時30分～ 3時

9月 8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

9 月26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

9 月30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

●定　員／20名　※ただし岐阜市民福祉活動センターでの開催については定員30名とします。

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

9月7日㈬

体力に自信のない方

運動をはじめたい方におすすめです！

　・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

9月14日㈬

9月21日㈬

9月28日㈬

10月 5日㈬

10月12日㈬

10月19日㈬

10月26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

9月26日㈪ 音楽に触れてリフレッシュ！感覚を刺激しよう

10月 3日㈪ 五感を使って 日本茶を楽しむ

10月17日㈪ ホッと一息　癒される秋の寄せ植え

●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
●参加費／ 3 回目（10月17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。
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岐阜市民福祉活動センター

訪問入浴サービス事業所

＊＊岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ＊＊

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

8月29日㈪ ADL体操で　笑顔で健康　いつまでも

9月12日㈪ イスに座って　楽らく体操

9月26日㈪ 音楽に合わせて　筋力アップ！

●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

⑤家族介護教室
　～一人で介護に悩まないために～

●日程・内容（単発）

日　程 内　容

9月30日㈮ 知って得する くすりの豆知識

●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

●対　象／ 岐阜市内にお住まいのおおむね65歳以上の方及びご家族
　　　　　（①運動指導教室・②五感健康法教室・④転倒予防教室は、できるだけ全回出席できる方）
●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。

お申し込みについて

相談日時／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

社協事務局・岐阜市ボランティアセンター、中央センター
〒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（ 2階）／TEL255-5511・FAX255-5512
中央センター（ 1階）／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 北東へ50m
　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100m

〒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前」下車
　茜部三田洞線（E70、E71、N61、N62）  
　　「城南病院前」下車 西へ300m

〒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

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
TEL252-6661

認知症、知的障がい、精神障がい等のために判断能力が不十分であるため、福祉
サービスの利用や日常的な金銭管理に不安がある方の相談をお聞きします。
●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
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鷺山支部
正木地区
ふれあい・
いきいきサロン

岩支部
岩田ふれあい・
いきいきサロン

梅林支部
いきいき
健康サロン

茜部支部
茜部大野ふれあい・
いきいきサロン

岩野田支部
三田洞山の手
健康イキイキ
サロン

三輪北支部
山県岩ふれあい・
いきいきサロン

徹明支部
ふれあい・
いきいきサロン

鶉支部
中鶉ふれあい・
いきいきサロン

●開催日／
　年2回（10月・2月）
●開催場所／
　正木公民館

●開催日／
　毎月第4月曜日
●開催場所／
　岩田公民館

●開催日／
　毎月第3水曜日
●開催場所／
　梅林公民館

●開催日／
　毎月第2・4火曜日
●開催場所／
　茜部大野公民館

●開催日／
　毎週木曜日
●開催場所／
　三田洞団地集会所

●開催日／
　毎月第3木曜日
●開催場所／
　山県岩公民館

●開催日／
　奇数月 第2水曜日
●開催場所／
　徹明小学校内
　ふれあいルーム

●開催日／
　毎月第2金曜日
（6月・12月はお休み）
●開催場所／
　鶉公民館

楽しくおしゃべりしながら、体も動かしながら、心も体もいきいき
と会場内は笑顔でいっぱいになりました。

「手話ソング」、鳥がはばたいている様子…わかりますか？

「金色夜叉」の紙芝居。読み手の演技力に、割れんばかりの拍手が
起こりました。

脳トレで頭を使ったあとは体のリフレッシュ！1、2、3と一緒に数えながら
手足をストレッチします。月2回のサロンが楽しみとの声が上がります。

皆で作った部屋飾りが一層の季節感を感じさせてくれます。脳トレを
しながらおしゃべりもはずみ、楽しいひとときを皆で過ごしました。

脳トレビンゴゲームに集中している姿です。一喜一憂しながら、笑
顔があふれていました。

コミュニケーション麻雀を使ってゲームにチャレンジ！夢中になっ
て、あっという間に時間が過ぎました。

リズムに合わせて、となりの人にお手玉を渡していきます。「余分に持ってません
か～」「は～い！」脳トレと、手先にも良い刺激になり皆さん笑顔で楽しみました。

社協支部活動
　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、皆さまからいただいた社協会費や共同募金を財源として、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。

いきいき
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