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※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。

記念講演

内科医・作家

テレビ番組
「ドデスカ！」
「ホンマでっか！？TV」に出演中！

おおたわ 史絵さん
「病まざる 老けざる
ホンマの医学」
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第38回

岐阜市民福祉大会

▪日時／平成28年10月17日㈪ 開場 午後 1 時00分～

開会 午後 1 時30分～ 3 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）

※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。

岐阜市との共催で、第38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、おおたわ 史絵さんにご講演いただきます。
ぜひご来場ください。

【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

◆内科医・作家

おおたわ 史絵

さん

◆テーマ

「病まざる 老けざる
ホンマの医学」
（写真は昨年の様子）

プロフィール
東京下町出身。東京女子医科大学卒業後、大学病院、総合病院を経て下町の医師の道を選ぶ。
1996年、週刊朝日 「デキゴトロジー」 にて執筆活動を開始。
2005年には、医学生時代からの半生を綴った自叙伝的エッセイ『女医の花道！』を出版してベストセラーになる。
通常の診療のほか、北アルプス夏山診療ボランティア、愛犬とのCAPP活動 （アニマルセラピー） ボランティアに携わる。
近著は 「ヒトは医学で恋してる！」
（文芸社）

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。）
6 月15日から 8 月29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）

●社会福祉事業へ

・公益財団法人田口福寿会 
・株式会社美濃庄 
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500,000円
11,336円

地域福祉推進フォーラム2016
～支え、支えられ誰もが地域のサポート役に！～
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、地域
で安心・安全に暮らすために、自分たちの住む地域について話し合い、お互いが支え合う関係を築く
必要があります。
今回のフォーラムでは、誰しもが支える側であり、支えられる側であるということを認識し、あらた
めて地域での支え合いを見つめ直すことを目的に、その方法の一つとして 「支え合いマップ」 の活用
方法を知り、実情に合った支え合い・助け合いなどの活動のしくみづくりを考える場として開催します。

◦日 時／平成28年10月31日㈪ 午後 1 時00分～ 3 時30分
◦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／

■講演

「ご近所パワーで助け合い起こし」
住民流福祉総合研究所
き

木

はら

原

たか

孝

ひさ

久

氏

木原孝久氏 プロフィール
40年以上にわたり住民流の福祉のあり方を追い求め、
その成果をセミナー開催や講演、マニュアル作成などを
通し、社会に広く伝えている。 国の 「これからの地域福
祉のあり方に関する研究会」 等にも参画し、住民流の発
想を提示。
20年前、地域の実態把握の手段として支え合いマップ
づくりを発案、その指導のために全国を駆け巡っている。
◦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電話番号をお伝えください。
TEL255-5511

FAX255-5512

◦お申し込み期限／平成28年10月14日㈮

岐阜市社会福祉協議会や支部で実施
している活動を市民の皆様に広報する
ためにのぼり旗を作製しました。
←岐阜市社会福祉協議会
「ふれあい・いきいきサロン活動支援者研修会」
柳津支部「コミュニケーション麻雀」→
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勤労者地域デビュー作戦！！

出会いと学びの講座

～とにかく参加！
地域に探そう！私の居場所～

この講座は、受講者が自身の10年、20年先を見据えながら、どんな地域が住みよいのか考え、福祉
制度の基本等を学び、「地域」 を舞台に、これまで培ってきた知識や能力、技術、経験を活かせる場と
して、普段の生活での 「ちょっとした困りごと」 などの活動につなぎ、人と人の交流やつながりの中で、
地域での 「居場所づくり・生きがいづくり」 につなげていただけるよう開催します。
「間もなく定年」、「すでに定年された方」、地域での 「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、
「新しい自分発見」 と 「居場所づくり」 しませんか？

1

コース 1

コース 2

11月 5 日㈯

11月26日㈯

10：00～12：00

11月12日㈯

2

9 ：30～15：00

3

10：00～12：00

11月19日㈯

10：00～12：00

12月 3 日㈯

9 ：30～15：00

12月10日㈯

10：00～12：00

内
◦オリエンテーション
◦介護保険制度について
◦障がい者福祉について

容
講師／岐阜市地域包括支援センター
講師／岐阜市身体障害者福祉協会

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／社会福祉施設職員
やまい
講師／社会福祉施設職員
◦心の病を理解しましょう！
◦地域で支え合うための介助はじめの一歩 ～車いす介助等福祉体験～
協力／福祉体験サポーター会
◦活動実践を聴く！！
◦これからの活動・交流会

講師／地域活動者

◦会

場／コース 1 北東部コミュニティセンター（岐阜市福富迎田 6 - 1 ）
コース 2 西部コミュニティセンター（岐阜市下鵜飼 1 -105）
◦対象者／市内在住の中高年で本講座に関心がある方。できるだけ 3 日間を通して参加できる方。
各会場周辺地区で、地域の福祉活動やボランティア活動に参加できる方又は興味関心のある方
◦参加費／無料
◦定 員／各コース20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④年齢⑤コースをお伝えください。
TEL255-5511 FAX255-5512
◦お申し込み期限／平成28年10月31日 （月）

ボランティア交流会＆ボランティアの広場を開催します♪
ボランティアセンターとつながりを作るとともに、ボランティア個人・団体間のつながりや、交流・情報交換の場
とすることを目的とします。ボランティアとして活躍している人はもちろん、ボランティア活動をしたことはないけれ
ど、興味がある、どんな活動があるか知りたい、などといった方も参加していただけます。お誘いあわせの上、ぜ
ひお気軽にご参加下さい。お茶を飲みながら、ゆったりお話をしましょう。
◦日 時／平成28年10月30日㈰
10：00～15：30
◦場 所／ぎふメディアコスモス かんがえるスタジオ
◦内 容／ボランティア交流会
10：00～12：00
◦参加団体紹介
◦グループでの交流
ボランティアの広場
13：00～15：30
◦岐阜市ボランティア連絡協議会の活動紹介
◦ヘルマンハープの演奏
◦ボランティア活動に役立つ手品やおもちゃ作りのネタを持って帰ろう！
！
飛び入り参加も
◦参加費／無料
！
OK！
◦お 申 し 込 み 先／電話またはFAXにて、
①氏名 （団体の方はグループ名も） ②活動中の方は活動内容をお伝えください。
TEL255-5511 FAX255-5512
岐阜市社会福祉協議会 岐阜市ボランティアセンター 担当：水田
4
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災害ボランティアサポーター養成講座
岐阜市において大規模な災害が発生した際、岐阜市社会福祉協議会は災害ボランティアセンターを立
ち上げます。
今回の災害ボランティアサポーター養成講座は、災害ボランティアセンターの運営サポートをしてく
ださる方を養成します。
災害時のボランティア活動支援体制づくりと平常時からの災害に備えた地域の防災力向上にお力を貸
していただける方を募集します。
◦日 時／平成29年 1 月 7 日㈯ 10：00〜15：30
◦場 所／ぎふメディアコスモス かんがえるスタジオ
◦内 容／午前 ◦災害ボランティアセンターの役割
◦災害ボランティアセンター運営マニュアルの説明
※当日配布する資料を用いて説明します。
午後 ◦災害ボランティアセンターの運営訓練
◦対象者／災害ボランティアに興味・関心がある方
◦参加費／無料
◦定 員／30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 岐阜市ボランティアセンター 担当：水田
◦お申し込み期限／平成28年12月26日㈪
災害ボランティアセンターの役割
災害ボランティア

災害ボランティアセンターとは…？
活動の依頼・支援、
資機材の提供
活動の実施

被災者のニーズ （想い） と災害ボランティア
として駆けつけてくれた方の想いをつなぐ拠
点です。 必要に応じて、災害ボランティアに
必要な資機材の貸し出しもします。

活動の報告

災害ボランティアの
受付・登録

災害ボランティア
センター

災害ボランティア
の派遣

マッチング
ニーズの把握

市民（被災者）

※写真は熊本市災害ボランティアセンター
の様子です。
2016 No.153
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赤い羽根共同募金運動 が
始まります！
！〜じぶんの町を良くするしくみ。〜
◦実施期間／10月1日〜12月31日

共同募金目標額【岐阜市支会】

愛ちゃん

59,131,600円

希望くん

70回目の共同募金運動
昭和22年 （1947年） にスタートした共同募金運動は、今年70回目を迎えます。 長年にわたりご協
力をいただいた、寄附者の皆様、ボランティアの皆様に心よりお礼申し上げます。

身近なところで
ご協力を！！

〜さまざまな
募金活動〜
戸別募金

日本の歴史と深いかかわりがあります！
！
◦共同募金は…
第二次世界大戦後に 「国民たすけあい運動」 として始まり、生活に困った人たちを救済しようと、
第1回目の共同募金運動ではおよそ6億円に相当する浄財が寄せられました。 現在の貨幣価値にする
と1,200億円に相当すると言われており、時代のニーズに合わせてその使い道も変遷してきました。
◦現在は…
「社会福祉法」 に定められた地域福祉の推進を目的に様々な地域の課題解決に取り組む民間団体
を支援する 「じぶんの町を良くするしくみ。」 として地域の様々な福祉活動を支援しています。
より良い地域づくりのために、一人でも多くの方々に寄附者やボランティアを通じて共同募金運動
に参加していただけるよう取り組んでまいります。

地域の自治会（各家庭）に呼びか
ける募金です。

職域募金
企業等で働いている方に呼びか
ける募金です。

学校募金
学校で児童や生徒に呼びかける
募金です。

法人募金
法人の社会貢献として呼びかけ
る募金です。

街頭募金
ボランティアが街頭に立って呼
びかける募金です。

街頭募金ボランティアへの参加者募集！
〜寄附する人も、 募る人もボランティア〜
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
取り組んで頂いています。
★と
★場

「まちがいさがし」やってみよう！
！

※答えは11ページ

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

き 10月 1 日㈯ ①10：00〜 ②11：30〜 ③13：30〜 ④14：45〜
10月 2 日㈰ ①10：30〜 ②11：30〜 ③13：30〜 ④14：45〜
所 JR岐阜駅 （北口）

共同募金に関する情報は…

共同募金会岐阜市支会

www.akaihane.or.jp
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※平成28年度 赤い羽根共同募金のポスターです。

2016 No.153

TEL255-5511／FAX255-5512

中央共同募金会のホームページです。
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心のこもった
イッピン！

岐阜市福祉の店

友＆愛

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、温かみを感じていた
だけたら嬉しいです。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

クッキー 

100円〜350円

500円
110円〜

ナフキンセット 
雑貨類 

岐阜市介護相談員 をご存じですか？
介護相談員派遣事業とは

岐阜市の委託を受けて
実施している事業です

介護相談員は施設を訪ね、利用者やそのご家族から日頃の介護サー
ビスの疑問や困っていることなどをお聴きします。 皆さまに代わって
施設に伝えるなどして、より良いサービスの提供につながるように利
用者と施設との橋渡しを行います。
現在25名の介護相談員が市内の26カ所の特別養護老人ホーム・老人
保健施設にて活動中！
※詳しくは岐阜市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
（ホーム＞事業のご案内＞その他の事業＞介護相談員派遣事業）
【お問い合わせ先】
▲介護相談員キャラクター
「クーちゃん」
8
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岐阜市社会福祉協議会 福祉サービス利用支援グループ
介護相談員派遣事業担当者 TEL255-5511

日常生活自立支援事業を紹介します！
日常生活自立支援事業は、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、社会福祉協議会が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。

日常生活自立支援事業でお手伝いできる主な内容
①福祉サービスの利用援助 福
 祉サービスに関する相談や情報提供、手続きのお手伝い、福祉サービスへの苦情解決制度
利用のお手伝い
②日常的金銭管理サービス 年
 金およ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、医療費等を支払
う手続き、日常的な預貯金の出し入れ等のお手伝い
③書類等預かりサービス
年金証書、定期預金証書、権利証、実印、銀行印等を貸金庫でお預かりします。
このようなことはお手伝いできません。
◦洗濯、買い物、介護、看護、通院の付き添いをする。 ◦ご本人に代わって福祉サービス利用などの契約書に署名する。
◦福祉サービス利用などの契約時に保証人になる。 ◦不動産や預貯金の資産を運用、管理する。

利用料はいくらかかるの？
①福祉サービス利用援助
②日常的金銭管理サービス
③書類等預かりサービス

15分ごとに250円
（ 1 回の支援は 1 時間程度）
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。

日常生活自立支援事業 利用開始までの流れ
ご本人様の意思のもと、契約手続きを進めていきます。
①相談の受付
社会福祉協議会へご相談ください。
本人やご家族からだけでなく、民生委員・児童委員、
ケアマネジャーの方などからのご相談にも応じます。
②訪問調査
専門員が訪問し、本人と面接します。サービス内容を
説明し、本人の生活状況の確認をします。
③契約書・支援計画の作成
専門員がご本人の利用意思を確認します。ご希望をお
伺いしながら契約書、支援計画を作成します。

④契約の締結
支援計画の内容に基づき、ご本人と社会福祉協議会と
の間で利用契約を結びます。
⑤サービスの開始
生活支援員が支援計画に沿ってご本人を訪問し、サー
ビスを行います。
◦お問い合わせ先／
岐阜地区福祉サービス利用支援センター
TEL252-6661 FAX255-5512
◦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

“成年後見制度” 出前講座のご案内

無料！

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない方を
法律的に支援する制度です。
皆さまの地域に市社協職員が出向いて、成年後見制度の概要についてお話させていただきます。
出前講座は無料です！お気軽にご利用ください！
◇お申し込みできる方
おおむね15人以上参加できる、事業所・団体など（自治会、サロンなど）
◇講座時間・会場・開催期間
講座は1時間程度。会場の手配や準備は主催側でお願いします。
◇お申し込み方法・お問い合わせ先
市社協ホームページから申込票をダウンロードできます
★成年後見制度に関する相談・お問い合わせは岐阜市社会福祉協議会まで
☎255-5511

成年後見制度の
相談窓口もスタート
しました。
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社協の情報ひろば
介護予防教室のご案内 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。
①認知症予防教室 〜簡単予防で脳スッキリ〜

②五感健康法教室 〜五感を刺激し、健康に〜

◦日程・内容（ 5 回連続コース）

◦日程・内容（ 3 回連続コース）

日 程

内

容

日 程

内

容

10月24日㈪

11月16日㈬ 歌は心の癒し 思い出の曲で健康づくり

10月31日㈪

11月30日㈬ 五感を使って 日本茶を楽しむ

若返り体操と簡単ゲームで脳ストレッチ
・軽体操
11月14日㈪ ・文字数字あそび
11月21日㈪ ・歌あそび
・昔あそび
11月28日㈪
◦時
◦場
◦定

12月14日㈬ 花を囲んで 楽しいクリスマス＆お正月
◦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（12月14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。

間／午前10時〜11時30分
所／岐阜市民福祉活動センター（都通 2 - 2 ）
員／30名

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

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

10月 7 日㈮

スクエアマットを使って遊ぼう！

やすらぎの里川部苑（七郷）

午後 2 時〜 3 時30分

10月18日㈫

フラダンスで 足腰を元気に

エトワールずいこう（網代）

午後 2 時〜 3 時30分

11月10日㈭

ADL体操で 笑顔で健康

サンライフ彦坂（方県）

午前10時〜11時30分

11月11日㈮

昭和のなつかしい歌を みんなでうたおう！

ささゆり（芥見東）

午後 1 時30分〜 3 時

11月16日㈬

ADL体操で 笑顔で健康

さくら苑（網代）

午後 2 時〜 3 時30分

11月18日㈮

心身しなやか 音楽時間

大洞岐協苑（芥見東）

午後 1 時30分〜 3 時

12月12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

12月12日㈪

みんなで楽しく 作って遊ぼう！

岐阜市民福祉活動センター（本郷）

午前10時〜11時30分

1 月19日㈭

若返り体操と簡単ゲームで脳ストレッチ

ラ・ポーレぎふ（鏡島）

午後 2 時〜 3 時30分

◦定

員／20名

いつまでも
いつまでも

※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。

得 教室 〜バランス良く食べる習慣づくり〜
④食を考えよう○
◦日程・内容（ 3 回連続コース）

◦定

日 程
10月 6 日㈭ 10月13日㈭ 10月20日㈭
10月11日㈫ 10月18日㈫ 10月25日㈫

⑤家族介護教室

員／20名

内

容

場

所

時 間

①食事は健康づくりの基本
曽我屋自治公民館（合渡）
午後 1 時30分〜 3 時
②健康度を知り食事の見直しを
岐阜市民福祉活動センター（本郷） 午後 1 時30分〜 3 時
③元気・いきいき食事計画

お申し込みについて

象／岐阜市にお住いのおおむね65才以上の方及びご家族
（①認知症予防教室・②五感健康法教室・④食を考えよう
日 程
内 容
得 教室は、できるだけ全回出席出来る方）
○
◦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
10月31日㈪ 家庭で役立つ 介護技術について
住所・氏名・電話番号・生年月日をお伝えください。
11月25日㈮ 介護の疲れを 足からリフレッシュ！
◦お申し込み先／岐阜市社会福祉協議会
◦時 間／午後 1 時30分〜 3 時
TEL255-5511 FAX255-5512
◦場 所／岐阜市民福祉活動センター（都通 2 - 2 ）
※お申し込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。
◦定 員／30名
※①、②、④の連続コースの教室は、年 1 回の参加に限ります。

〜一人で介護に悩まないために〜
◦日程・内容（単発）
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◦対

＊＊岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ＊＊

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。
◎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】訪問入浴サービス事業所

TEL215-1905

◎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
【お問い合わせ先】 中央センター

TEL255-5010

家庭での困りごとや心配ごとなど

認知症高齢者の

福祉に関する相談
相談日時／毎週水曜日（祝日を除く）
介護に関する相談


　　　　　午後 １ 時から ４ 時
相談日時／毎週火曜日
（祝日を除く） 相談日時／毎週月曜日から金曜日
（祝日を除く）
場　　所／市役所 ２ 階市民相談室
午前１０時から正午
午前９時から午後５時
お問い合わせ先／市役所214-6028（直通）
※来所相談です。
TEL253-0294
TEL253-0294

岐阜市社会福祉協議会事務所のご案内
訪問入浴サービス事業所

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

至大縄場大橋

訪問入浴サービス事業所
本郷町

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

社協柳津支所・柳津センター
〒501-6121 岐阜市柳津町下佐波1丁目8番地

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

鍵屋
バス停

若宮町通り

保健所
福祉健康
センター

岐阜市民福祉活動センター
都通り

公共交通機関岐阜バス

西野町
バス停

千手堂

徹明町通り

徹明通6丁目バス停

北部センター
〒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

公共交通機関岐阜バス

柳ヶ瀬

福祉センター
保健所前バス停

Eメール office@gifushi-shakyo.or.jp
HPアドレス http://www.gifushi-shakyo.or.jp

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

至忠節橋 至金華橋 至長良橋

名鉄
岐阜

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

南部センター
〒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

7 ページの 「まちがいさがし」 の答え
◦愛ちゃんの口◦希望くんの目◦犬の前のチューリップの色◦赤ちゃんの髪の毛◦女子高生のリュック◦坊主頭の子のめがね
◦看板の赤い羽根の向き
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いき

いき

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。

常磐支部

網代支部

●開催日／
毎月第2水曜日
●開催場所／
中野東公民館

●開催日／
毎月第2・4水曜日
●開催場所／
大洞公民館

中野西ふれあい・
いきいきサロン

大洞いきいき
ふれあいサロン

歌に合わせて手話の動作をしています。調子もそろって楽しい！

長良支部

和気あいあいとした雰囲気の中で手遊び。
思わず笑みがこぼれます。

◦

方県支部

長良ふれあい・
いきいきサロン

上安食
公民館サロン

●開催日／
4・6・7・9・11・12・
3月の第2水曜日
●開催場所／
長良公民館

●開催日／
不定期
●開催場所／
上安食公民館

思わず身を乗り出して大きな麻雀パイを動かしました。

京町支部

自作の新聞紙ボール、
リズムに合わせてお隣へ！

◦

日野支部

ふれあいサロン

いきいきサロン

（P・P・K）

●開催日／
毎月第1水曜日
（6・12月 お休み）
●開催場所／
京町公民館

●開催日／
毎月第2木曜日
（9月のみ第3金曜日）
●開催場所／
日野公民館

「う〜ん…」数独と迷路に挑戦！おしゃべりタイムも賑やかです。
男性参加者も多いサロンです。

本荘支部

コミュニケーション麻雀を使ってクレーンゲームに挑戦！
大きな麻雀パイで、他にも色々なゲームを楽しみました。

◦

柳津支部

本荘ぬくもりサロン

シルバー栄
ふれあい・
いきいきサロン

●開催日／
毎月第2水曜日
●開催場所／
本荘公民館

毎回メインテーマが充実しています。今回は地域にある市民病院
の院長からユーモアたっぷりでためになる講演がありました。
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●開催日／
奇数月第2月曜日
●開催場所／
柳津東部防災施設
七夕にちなんで、願い事を皆で書きました。
「健康でいられますように」
「ます
ます若くなりますように」など、笑いもあり、にぎやかな雰囲気で開かれます。

HPアドレス http://www.gifushi-shakyo.or.jp

Eメール office@gifushi-shakyo.or.jp

