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岐阜市社協ホームページへ

いつ起きるか分からない大規模災害に備えて…

　地震や台風などの大規模な被害をもたらした
災害が日本列島の広い範囲で頻発しております。
　岐阜市においても甚大な災害に見舞われた
際、岐阜市社会福祉協議会が災害ボランティア
センターを立ち上げ、被災地でのボランティア
活動支援を行います。
　そこで、岐阜市社会福祉協議会では、いざと
いう時に迅速かつ的確な対応ができるよう、災
害ボランティアサポーター養成講座や災害ボラ
ンティアセンターの運営訓練など様々な取り組
みを行っております。

災害ボランティアセンター運営訓練の様子（職員のみ） ▼岐阜市総合防災訓練に参加
　災害ボランティア受付窓口訓練の様子
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　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。
　 8月30日から12月15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）

　明けましておめでとうございます。
　謹んで年頭の御挨拶を申し上げます。
　旧年中会員の皆様には、本会事業推進にひとかたならぬご支援とご協力を賜り、厚く
お礼申し上げます。
　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、身の引き
締まる思いです。
　さて、少子・高齢社会の進展、核家族化に伴うひとり暮らし高齢者や高齢夫婦世帯の
増加により、地域連帯感の希薄化や、生活困窮、虐待、孤独死や自殺、災害時支援、
消費者被害など、地域からの孤立を起因とするさまざまな生活課題が深刻化しております。
　また、自然災害における災害時支援のあり方や、地域包括ケアシステムの構築に向け
た介護予防・生活支援サービスの充実、生活困窮者自立支援法の施行による、今後の社
会的孤立の防止に向けた新たな取り組みなど、社会福祉協議会の役割が求められており
ます。
　このような状況のもと、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の促進や、支援を
必要とする人の相談支援と地域の共助との協働を推進することにより、市民が主役のま
ちづくりを進めてまいります。
　今年は、法人化50周年を迎え、今後も住民の皆様と一体となり、行政、関係機関・団
体との連携を図り、引き続き「地域の福祉力」の向上に努めていく所存でございます。
　どうか本年も昨年と同様、皆様方の一層のご支援とご協力を賜りますよう心からお願い
申し上げますとともに、ますますのご健康とご多幸を祈念いたしまして、新年の挨拶とい
たします。

就任挨拶

　昨年、10月17日岐阜市民会館にて、岐阜市と共催で第38回岐阜市民福祉大
会が開催されました。
　式典では、長年にわたり地域福祉活動にご尽力いただきました方々や福祉
施設等の役職員並びに福祉ボランティアの方々の表彰を行い、また社会福祉
活動に積極的に協力、援助（寄附）されました個人・団体並びに社協特別会
員（個人・法人）、社協賛助会員の方々に感謝状を贈呈いたしました。受賞
されました個人191名、18団体の皆様おめでとうございます。
　また、記念講演として内科医で作家のおおたわ史絵さんを講師に、「病まざ
る 老けざる ホンマの医学」と題して、普段の生活でできる腰痛予防や認知
症について楽しくお話をしていただきました。

第38回 岐阜市民福祉大会が開催されました

●社会福祉事業へ
　・須山誠治   30,000円
　・アルフレッサ日建株式会社   7,264円
　・松尾幸男   3,000円
　・匿名（ 1件）   1,600円
●福祉ボランティア基金へ
　・岐阜切手研究会   1,200円
●寄贈品
　・岐阜聖徳学園大学附属中学校生徒会   車いす 2台
　・笠井   車いす 1台
　☆ いただいた車いすは車いす貸し出し事業に活用させていただきます。

▲ 岐阜聖徳学園大学附属中学校
生徒会様よりいただきました

▲笠井様よりいただきました

迎春

社会福祉法人
岐阜市社会福祉協議会

会長　神田　定夫

あたたかな心ありがとうございます！！
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赤い羽根共同募金に
ご協力ありがとうございました

岐阜市支会
現在の募金額 46,347,735円〈平成28年12月15日現在〉

　皆様からのあたたかいご支援、ご協力をいただき、10月から12月までの 3ヶ月間、共同募金運動を
実施いたしました。
　いただきました募金は、来年度、福祉施設や福祉団体、社会福祉協議会などを通じて、地域の高
齢者や障がいのある人など、さまざまな支援を必要としている人々が安心して生活を送れるように役
立てられます。
　また、災害時には「災害ボランティアセンター」の設置や運営など、被災地支援にも役立てられます。

配分レポート 社会福祉施設をよりよくするための整備事業や
福祉団体が行う福祉事業等へ！！

特定非営利法人 
つばさの会おおぞら つばさ（就労継続支援B型）
《社会福祉施設臨時費配分事業》送迎用件日中活動用車両購入事業
　同施設では、障がい者への地域生活支援や就労
継続支援事業を行っています。
　この度、利用者の日中活動に使用する目的で赤
い羽根号（ワゴン車）を購入しました。
　日中活動は、つばさでの作業や季節の行事、青
空ソフトボールを行い楽しんでいます。
　こうした活動を通して障がい者の自立と社会経済
活動への参加を促進しています。

　玄関に通年募金箱を
設置し、利用者や家族、
職員に共同募金運動へ
の協力を積極的に呼び
かけられています！！

▲11月20日
　JR岐阜駅・名鉄岐阜駅周辺にて
　ボーイスカウト岐阜第25団の皆さん

▲10月1日　JR岐阜駅にて
「平成28年度共同募金運動開始
　のセレモニー」

▲10月23日　
　岐阜県立みどり荘にて

▼10月1日～2日　街頭での
　 募金ボランティア延250人にご協力い
ただきました。

▲12月4日　マーサ21にて
　島中学校陸上競技部の皆さん
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　社協会費に、ご理解とご協力を賜りありがとうございました。社協支部の方々をはじめとして、社協会費納
入にご尽力をいただいた方々におかれましては、重ねて厚くお礼申し上げます。

　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、「ふれあいのまちづくり」を目指し、市内50の社協支部活動を中心とした高齢者・子育
てサロンの開催や世代間交流事業、福祉委員の推進や支え合いマップづくり等の地域福祉活動や、地域福祉に関する各
種研修事業、ボランティア育成を目的とした各種講座や、市内小中学校を中心とした福祉教育の推進を行うボランティ
アセンター事業として活用させていただきます。

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！～を開催しました。

　昨年、10月31日長良川国際会議場において、地域福祉推進フォーラムを開
催しました。
　地域に元々存在している助け合いを活かし、誰もが安心して住み慣れた場
所で暮らすことができるような地域づくりの参考となる講演をしていただき
ました。

社協会費総額
26,970,540円
社協会費を活かしていきます！

平成28年12月15日現在
普通会費   20,558,840円
特別会費（個人）   2,756,700円
特別会費（法人）   2,645,000円
施設・団体会費   365,000円
賛助会費   645,000円

▲ボランティアことはじめ講座

目からうろこでした。
大変、勉強になりました。

近所の関わりを把握
していく必要性を
改めて感じました。

地域の課題も多いが、
考えていく材料に
なると思う。

「支え合いマップづくり」を行っている
が、本当の「支え合い」のあり方、世話
焼きさんのあり方、見つけ方等を考えさ
せられた。

▲福祉体験（車いす体験の様子）
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社協特別会員（法人・団体・施設） 年間 1 万円以上納入の会員

口数 法 人 名 口数 法 人 名 口数 法 人 名 口数 法 人 名

５口 医療法人社団登豊会近石病院
医療法人社団慈朋会澤田病院

３口 朝日大学歯学部附属村上記念病院
医療法人いちだクリニック
なかよし岐阜南保育園

２口 操外科病院
株式会社戸羽新
福山通運株式会社岐阜支店
医療法人社団尚英会岐阜南病院
大洋紡績株式会社
岐阜なずな学園
中日技研株式会社

１口 株式会社浅野鉄工所
株式会社市川葬典
株式会社クボタ
岐阜観光索道株式会社
亀甲屋本舗有限会社
合名会社合羽屋葬具店
小畑ポンプ工業株式会社
株式会社十八楼
株式会社ケミック
川出医院
株式会社相宮工務店
玉井屋本舗
日建ヘルスメディカル株式会社
株式会社ホテルパーク
八百重製粉株式会社
株式会社河合銘木店
株式会社宮嶋商店
株式会社金森生糸店
萬松館
菊花堂
医療法人ザ・ライフ国島歯科
酒井印刷
楽座接骨院
株式会社浅野商店
山兼株式会社
善光寺
伊奈波神社
石山泌尿器科皮膚科
いなば内科
角田接骨院
株式会社麩兵
ぎふデンタルフォレスト
特許業務法人オンダ国際特許事務所
株式会社オゼキ
株式会社宮本仏壇店
株式会社松原喜八総本場
中部電力株式会社
株式会社岐阜会館
かき松
大野大佛堂
株式会社野々村葬儀社
高牟礼耳鼻咽喉科
杉山内科胃腸科クリニック
共和印刷株式会社
中島佛壇店
有限会社更科
髙橋産婦人科
鶯谷中学・高等学校
株式会社丸岐林サービス
杉浦紙工株式会社

１口 株式会社梅田商店
株式会社丸高果実
株式会社忠南製作所
圓龍寺
株式会社吉むら名産店
株式会社誠和
株式会社川甚
岐阜商工信用組合
株式会社松英組
弁護士法人森川・鈴木法律事務所
共伸産業株式会社
セコム株式会社中部本部岐阜支社
丸宮歯科
株式会社大垣共立銀行岐阜支店
株式会社大垣共立銀行岐阜駅前支店
ブリヂストンはぎの株式会社
岐阜スズキ販売株式会社
株式会社竹中スポーツ
株式会社不破
株式会社戸澤商店
有限会社エフ・ステージ
秋田歯科
伊東内科クリニック
松岡整形外科・内科・リハビリテーション
ウスイ消防株式会社
株式会社大洞堂
岐阜日石株式会社
澤田建設株式会社
下野機械株式会社
棚橋耳鼻咽喉科
東栄電業株式会社
ながよ皮膚科クリニック
株式会社中野新聞舗
株式会社日本タクシー
山田メディカルクリニック
株式会社清水スタジオ
株式会社イシイ
東海労働金庫岐阜支店
株式会社伊藤食品
小島内科クリニック
藤沢酒店株式会社
瓶由株式会社
丸陸運送合資会社
特種東海製紙株式会社岐阜工場
岡田内科
加納内科リウマチ科・糖尿病内科クリニック
よしだファミリークリニック
石川内科クリニック
アピス薬局
株式会社大島商会
株式会社昭和電機
医療法人慶睦会千手堂病院
有限会社千手堂野々村葬祭
株式会社日新
山一電気株式会社
株式会社若原工機
矢島建設興業株式会社
株式会社山弘なまずや分店
十星商事株式会社
岐阜贈答株式会社
株式会社堀建材店
医療法人ともいき会小牧内科クリニック

１口 加藤眼科
昭和コンクリート工業株式会社
日本通運株式会社岐阜支店
株式会社大山工業所
龍正寺
朝日大学PDI岐阜歯科診療所
損害保険ジャパン日本興亜株式会社岐阜支店
イギン株式会社
餃子の王将千手堂店
株式会社T.S.C
株式会社ライダース・パブリシティ
台湾料理本味軒
仲谷住宅株式会社
株式会社市川工務店
学校法人加納学園こばと幼稚園
栃井建設工業株式会社
八創建設株式会社
株式会社大倉建築工業
天一株式会社
山口鋼業株式会社
岐阜電材株式会社
公益社団法人岐阜病院
社会福祉法人舟伏
株式会社遠藤造林
有限会社小関商店
岐阜市内郵便局
ごとう整形外科
酒井電気工事株式会社
株式会社サンウエスパ岐阜
税理士法人戸田会計
崇福寺
株式会社大一プリント
株式会社太平洋久世製作所
竹村歯科医院
土本建設株式会社
株式会社東海建設
中川会計事務所
長良川スポーツプラザレストラン杏
長良皮膚科
花屋のすぎやま
株式会社洋文社
米本歯科医院
株式会社ローブ
株式会社後藤塗装
吉田歯科医院
株式会社平成調剤薬局
波多野泌尿器科皮ふ科
岩砂歯科クリニック
高木医院
合資会社イング
長良西自治会連合会
朝日設備工業株式会社
アジア原紙株式会社
丸栄石油株式会社
近藤ゆか耳鼻咽喉科
割烹さわだ
たなか小児科
医療法人棚橋内科
デイサービスゆうらく
有限会社長谷川興業
森実木材工業有限会社
株式会社下平

１口 瓶寅建材株式会社
株式会社電算システム
ハートランス株式会社
一般社団法人ぎふ綜合健診センター
岐阜北建設株式会社
大前医院
有限会社丸徳森下建設
山口精機工業株式会社
鵜飼不動産株式会社
岐阜掛軸株式会社
株式会社洞田製作所
中日本防水株式会社
岐阜信号施設株式会社
有限会社丸豊藤吉組
不破クリニック
中村歯科医院
松田歯科医院
岐阜女子大学
有限会社安寿花咲小町
株式会社交成
株式会社春近製作所
岐阜流通センター協同組合連合会
リハビリサロンあるてあ
特別養護老人ホーム養生訓園
つばさの会おおぞら
社会福祉法人日本児童育成園
株式会社岐阜ガレーヂ
株式会社十六銀行岐阜市役所支店
株式会社正気屋
濃飛倉庫運輸株式会社
安田株式会社
内藤電機株式会社
羽柴鋼業株式会社
株式会社岐阜グランドホテル
株式会社安部日鋼工業
大東株式会社
東邦ガス株式会社岐阜営業所
日新印刷株式会社 
日本蜂蜜株式会社
一般社団法人岐阜自家用自動車組合
株式会社KVK 
日本ガード株式会社
株式会社津島建材
株式会社ナイスワーク
岐阜交通株式会社
名光電気工事株式会社
濃尾電設株式会社
松村工業株式会社
中日本クリーナー株式会社
株式会社大菅工業
株式会社三島
協同組合岐阜給食センター
株式会社コームラ
富士ゼロックス岐阜株式会社
戸島工業株式会社
株式会社トーカイ
河村製紙株式会社
伏屋社会保険労務士事務所
玉田建設株式会社
株式会社二葉工業所

（敬称略・順不同）
合計267口、246特別会員（法人・団体・施設）
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ぎふのまち 地域で支え
ご存知ですか？ふえてます！認知症カフェ
　認知症になっても住み慣れた地域で、安心して尊厳ある、
その人らしい生活が継続できるよう、認知症状の悪化予防、
家族の介護負担の軽減、及び地域での認知症啓発を目的とし
て、認知症の人とその家族、各専門家や地域住民の誰もが、
気軽に参加し、集える場が認知症カフェです。

　で愛ふれ愛 街の幸せ隊では、発足
し相手、病院・買い物の付き添い、草

できました。最近、利用者から今まででき
たので支援をして欲しいという声を聴き、新
　新たな活動を始めるにあたって、岐阜市
支援事業費補助金を活用してユニフォーム等

柳津支部
　オレンジカフェやないづ

藍川支部
　見守り・助け合い活動をはじめる前に

　社会福祉協議会藍川支部では、単身高齢者、高齢夫婦の世帯が
増えたことに伴い、今までできたことができなくなってきたことなどを
踏まえ、地域での見守り・助け合い活動（「ちいさな手助けグループ」）を
立ち上げるための資料として、地域住民に対してアンケートを実施しました。

アンケートの内容を一部抜粋して紹介します。
1 「ちいさな手助けグループ」ができたら利用する。…85人
2 　どんな手助けが必要ですか。（複数回答）
　　庭木の剪定…30人、庭の草取り…24人、電球交換…14人
　　買い物代行…13人、分別回収・ゴミ出し… 9人、その他… 8人
3 「ちいさな手助けグループ」ができたら手助けしてもよい。…41人

　　 この結果を受け、来年度から活動を開始できるよう協議を進めていきます。

で愛ふれ愛 街
（ボランティア
ゴミ出し支

　社会福祉協議会柳津支部では、昨年度策定し
加すると思われる認知症の方への支援として「
センター、認知症の人と家族の会、ボランティア
士の音楽演奏や、専門家のお話し等、和気あい
　今後も月1回、開催する予定です。

参加者の感想
音楽療法とても
です。今後も、
療の専門家のお
るといいと思い

市内M宅で庭木の剪定とゴミ
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えあう 新たな福祉活動

　社会福祉協議会芥見東支部では、福祉コミュニティ構築推進支援事業の補助
金を活用して、地区内にある空き家を整備し、三世代が交流できる活動拠点を
昨年12月18日に開設しました。施設の名称は、住民に公募し「みどりっこハウス」
と決めました。

　ここでは、主に以下の事業に取組む予定です。
　 1　ふれあい・いきいきサロン
　 2　コミュニティカフェ
　 3　こども未来塾（学習支援）　など

発足後、高齢者等の困りごと（話
い、草とり、庭木の剪定等）に取組ん
でできていたゴミ出しができなくなってき
き、新たに「ゴミ出し支援」を始めました。
阜市地域福祉見守り・助け合い体制づくり
ーム等を整備しました。

いづを開設

芥見東支部
　三世代が交流できる活動拠点を開設

愛 街の幸せ隊
ィアグループ）
し支援への挑戦

策定した地域福祉活動計画に基づいて、今後増
て「オレンジカフェやないづ」を地域包括支援
ティアなどの協力を得て開設しました。音楽療法
あいあいとした雰囲気で行われています。

感想
とてもよかった
後も、福祉・医
家のお話が聞け
思いました。

とゴミ処理作業を行いました

テープカットの様子 施設内の様子
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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、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。（表示価格は税込みです）

ふれあい福寿会館

ミニうでカバー   各300円 ミックスクッキー   各250円

ショッピングセンター マーサ21 3階
営業時間　10時～21時友＆愛岐阜市福祉の店

　防水と布の二種類あります。花柄やチェック柄等色々取り揃
えています。手首から12cmぐらいのところまであり、掃除や
水仕事等に最適です。

　高賀の森水を使用したコーヒークッキーや、卵不使用のクッ
キー、米の粉を使ったクッキーなどの個性豊かなクッキーがあ
ります。ほっぺが落ちそうになるクッキーです。

 交流コーナーで笑顔いっぱい

 ステージ発表で楽しんで

　NPO・ボランティア・生涯学習などの各団体と訪れる来場者
の方が、工作などの参加・体験や展示物の観覧、ブースでの会
話、ステージ発表の観賞を通した交流の場となる、子どもから
大人まで楽しめるイベントです！

●時間／12：00～13：00（予定）
●場所／ 2階アトリウム特設ステージ
　ステージ発表では、歌や踊りなどの楽しいパフォー
マンスで一緒に盛り上がりましょう！（ 6団体程度）

●時間／10：00～15：00
●場所／ 2 階アトリウム、3階（大会議室）
　　　　 4階（小会議室）
　子どもから大人まで楽しめる・物作
り・遊び体験コーナーや車いすな
どの福祉体験コーナーを企画して
います。（25団体程度）

昨年の様子

ミナモダンスをみんなで
踊りました。

絵手紙を一緒に
体験しました♪

フェスティバル

●主催／岐阜県
　　　　ぎふNPO・生涯学習プラザ
●共催／ふれあい福寿会館、岐阜県社会福祉協議会
　　　　岐阜市社会福祉協議会

子ども・3世代交流

会場／ふれあい福寿会館 2～4階（岐阜市薮田南5-14-53）
平成29年3月5日㈰ 10：00～15：00 開催
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社協の情報ひろば

　この春卒業されるひとり親家庭等の中学 3年生のみなさんに、岐阜市社会福祉協議会と岐阜市母
子寡婦福祉連合会より、図書カード（2,000円分）を贈呈いたします。
　希望される本人または家族の方は、印鑑及びひとり親家庭等を証明するもの（児童扶養手当証書、
福祉医療費受給者証、遺族年金証書等）をお持ちの上、岐阜市社会福祉協議会事務局または岐阜市
母子寡婦福祉連合会事務局までお越しください。

●対 象 者／父子世帯・母子世帯・父母にかわって養育している世帯の中学 3年生
●贈呈期間／平成29年 1 月16日（月）から 2月10日（金）
　　　　　　午前10時から午後 5時 ただし、土・日曜日は午前10時から午後 3時
●贈呈場所／月～金曜日　　　　　岐阜市社会福祉協議会事務局
　　　　　　火・金・土・日曜日　岐阜市母子寡婦福祉連合会事務局
　　　　　　（いずれも都通 2 - 2 　岐阜市民福祉活動センター内）
●問合せ先／月～金曜日…岐阜市社会福祉協議会　　　TEL255-5511
　　　　　　土・日曜日…岐阜市母子寡婦福祉連合会　TEL252-6692

＊＊岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ＊＊

　教育支援資金は、他の貸付制度を利用することができない低所得世帯に対して、学校教育法に
定められた高等学校、大学などへの入学や就学に必要な経費を貸付けします。
※ 他の貸付制度とは… 日本学生支援機構や日本政策金融公庫、母子父子寡婦福祉資金、岐阜県選奨生等奨学金、

岐阜市育英資金などの教育に関する貸付制度。

就学支度費
　入学に際し必要な経費
　入学金、教科書、制服など
貸付限度額
　500,000円以内

教育支援費
　授業料、通学定期代など
貸付限度額
　高等学校……月額35,000円以内　　高等専門学校…月額60,000円以内
　短期大学……月額60,000円以内　　大学……………月額65,000円以内
　※最短修業年限が貸付期間です

※上記のうち、必要性が認められる経費であって、自己資金や就学支援金制度を除いた不足分が申込可能な金額となります。
※既に支払った経費や納付期限を過ぎている経費は対象となりません。

償還は、据置期間（卒業後 6ヵ月以内）を経た後に始まります。
償還方法は月賦（月々の分割返済）となります。償還期限は、原則として10年以内です。
貸付利子は無利子です。

●対象世帯
•岐阜市内在住で、住民票と現住所が一致する世帯
•資金の貸付に合わせて必要な支援を受けることにより独立自活できる世帯
•低所得世帯（世帯全員が市民税非課税または均等割課税程度の世帯、生活保護世帯など）
•日本学生支援機構、日本政策金融公庫、岐阜県選奨生等奨学金など他からの借入が困難な世帯
•多額の負債や滞納を抱えていない世帯

●揃えていただく書類
• 住民票（世帯全員で本籍地のあるもの）
• 戸籍謄本（戸籍の全部事項証明）
• 世帯全員の所得証明書類（所得証明書、源泉徴収票、確定申告書等）
• お住まいの地域を担当する民生委員の調査書
• 合格通知書、または在学証明書
• 学業にかかる経費がわかる書類（学校が発行するパンフレット等）
　入学金、授業料等の納入通知書
　その他、ご提出いただく書類は、個別にご相談させていただきます。

祝卒業

他にも条件がございますので、
借入れのご相談は、

福祉サービス利用支援グループ
又は、お住まいの地域の民生委員に

ご相談ください。
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桜ケ丘公園岐阜市
保健所

岐
阜
西
通
り

入口

入口

都通郵便局

至大縄場大橋

本郷町通

岐阜市民福祉
活動センター

◎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
　　月～土曜日のうち週 3日程度勤務できる方

社協の情報ひろば

□岐阜市民福祉活動センター
　大会議室（148㎡）　約120名収容
　中会議室（69㎡）　 約40名収容
　※大・中会議室の一括使用もできます。

□利用時間区分
　午前：午前 9時～正午
　午後：正午～午後 5時
　夜間：午後 5時～午後 9時

□休　館　日
　年末年始（12月29日～翌年 1月3日）

□利用のお申し込み
　 2ヶ月先（当日を含む）まで予約できます。
　電話番号　252－6690　又は　255－5511

□駐車台数　20台
　※当センターの駐車場はわずかです。
　 　お越しの際は、なるべく公共交通機関をご
利用下さい。

会議室の利用案内について
福祉活動を目的とした会議や研修に利用
できる会議室の貸出をしています。

▲岐阜市民福祉活動センター
※ 3階から上は市営住宅「本郷ハイツ」
です。

▲大会議室

例えば…こんな研修・会議に利用できます。
　・ボランティアサークル等の会議　・社会福祉団体などの研修会
　  ※ 社会福祉団体が使用される場合には、利用料の減免措置があります。

会議室 備品一覧表
備品名 大会議室 中会議室

スクリーン 2面 2面

ホワイトボード 2台 1面
（備付タイプ）

有線マイク 1本
ワイヤレスマイク 1本
演台 1台
花台 1台
アンプ 1台
★冷暖房設備あり

▲中会議室 ▲センター案内図

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 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

【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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本郷町
西野町
バス停

至長良橋至金華橋至忠節橋至大縄場大橋

福祉健康
センター

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

＊＊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

お申し込みについて

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
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
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

●対　象／岐阜市にお住まいの概ね65歳以上の高齢者及びご家族。
●参加費／無料
●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

①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（地　区） 時　間

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
2 月 3日㈮ 歌で遊ぼう　心も体も脳も元気に！ 岐阜市民福祉活動センター（本郷） 午前10時～11時30分
2 月 7日㈫ ゆったりヨガで　心も体もリフレッシュ！ エトワールずいこう（網代） 午後 2時～ 3時30分
2 月 8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
2 月14日㈫ みんなでレクリエーションダンスをしよう！ 岐阜市民福祉活動センター（本郷） 午前10時～11時30分
2 月21日㈫ ADL体操で　笑顔で健康　いつまでも ウェルビュー明郷（本郷） 午後 2時～ 3時30分
●定　員／各20人（ただし、岐阜市民福祉活動センターの場合は、定員30名）

若返り体操 ゆったりヨガ リンパマッサージ

介護予防教室の様子
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白山支部
いきいき
健康サロン

三里支部
ふれあい・
いきいきサロン

長良西支部
若福いきいき
サロン

長良東支部
あすなろサロン

日野支部
シャンシャン会

鏡島支部
ふれあい・
いきいきサロン

島支部
島田いきいき
サロン

芥見支部
諏訪山地域サロン

●開催日／
　毎月第3水曜日
●開催場所／
　白山公民館

●開催日／
　毎月第4金曜日
●開催場所／
　三里公民館

●開催日／
　毎月第3金曜日
●開催場所／
　若福公民館

●開催日／
　奇数月第4水曜日
●開催場所／
　岐山公民館

●開催日／
　毎月第2・4水曜日
　（8月休み・1月と
　 12月は1回）
●開催場所／
　権現野公民館

●開催日／
　不定期
●開催場所／
　太子堂 等

●開催日／
　毎月第3金曜日
●開催場所／
　島田公民館

●開催日／
　月1回
●開催場所／
　諏訪山公民館

何時『バ～ン！』と破れないか恐々のバルーンアート「ここを捻って
…まとめて…出来上がり」講師は地域に在住の方

健康ヨガで身体も心もリラックスできます。ゆったりとした音楽をBGMに身
体を無理なく伸ばし、介護予防にも繋がる内容で健康づくりをしています。

三味線の伴奏に合わせて、「せーの！」「～わーれら人生60から～」
賑やかにテーマソングを歌ってサロンの始まりです。

最初は筋トレ、その後は、毎回、何があるのかお楽しみです。

『ちぎり絵に新聞紙を使ってみたら…こんなに素敵な物に』皆で
作ってみましょうと色彩を思案・調整中。

懐かしい曲に合わせて皆で歌います。「この時はあんな事あったね～」な
ど、当時の事を思い出し、手遊びを交えながら、楽しいひと時を過ごします。

大きな麻雀牌で、和気あいあい。「サイコロとってー」

心地よい音楽に合わせ、掌でイガイガボールをころころ。身体も心
もホカホカです。

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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