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夏のボランティ
ア講座!

ボランティア塾
※小学4～6年生対象

青少年
ボランティアスクール

※中学生対象

※写真は昨年度開催した講座の様子です。

☆今年度の講座については
　6～7ページをご覧ください。

▲点字で名刺づくりに挑戦!

▲手話ソング、上手に歌えるかな?

▲身近な防災について学ぼう!



　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。

平成28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す。 

1　岐阜市地域福祉推進計画
　  の推進
　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、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
い福祉サービスの提供を行いまし
た。また、制度の谷間などにある福
祉ニーズに対して制度外サービスの
実施を図りました。

◦理事/監事/評議員会の開催
◦各種部会/委員会の開催
◦社協会費の募集
◦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）
◦社協活動PR事業
◦岐阜市民福祉大会の開催（岐阜市と共催）
◦岐阜市民福祉活動センターの管理（指定管理者制度）
◦岐阜市福祉の店運営事業

◦心配ごと相談（相談  107件）
◦認知症相談（相談  16件）
◦事務局電話相談（相談  55件）
◦ひとり暮らし高齢者愛の電話訪問事業（電話訪問回数  3,868回）　
◦相談セミナーの開催（200名参加）
◦生活福祉資金貸付事業（貸付  40件）
◦介護相談員派遣事業（26施設  延554回派遣）
◦日常生活自立支援事業（契約  246件）　　　　　　　　　　
◦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  2,057件）
　・権利擁護業務（相談  33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  4,978件）

法人運営事業

福祉サービス利用支援事業 （総相談件数  3,020件）

社協活動PR事業として、
社会福祉協議会や社協支
部で実施している活動を
市民の皆さまに知ってい
ただくため、のぼり旗を
作製しました。

今年度は
10月24日に
開催予定です。
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◦岐阜市地域福祉推進計画推進事業
　・個人情報の取扱いに関する手引きの作成
　・地域における見守り活動の実態把握調査の実施
　・福祉委員役割リーフレット（モデル）の作成
　・地域助け合い活動創出支援協議連絡票整備事業の実施
　・地区地域福祉活動計画策定支援事業（4支部）

◦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（34支部）
　・児童と高齢者のふれあい事業（35支部）
　・支部広報紙の発行事業（32支部）
　・高齢者等介護予防教室事業（31支部）
　・支部特色化事業（28支部）
　・子育て支援サロン事業（37支部）
　・福祉委員活動支援事業（13支部）
　・支え合いマップづくり推進事業（16支部）
　・「日常緊急時」の連携体制推進事業（18支部）
◦支え合い活動実践者養成事業（83名参加）
◦地域福祉推進研修会（5会場805名参加）
◦地域福祉推進フォーラムの開催（211名参加）
◦ふれあい・いきいきサロン活動支援者研修会（延べ134名参加）
◦岐阜市地域福祉推進委員会の開催
◦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
◦岐阜市地域福祉見守り・助け合い体制づくり支援事業
◦金婚祝いの贈呈（935組）
◦勤労者地域デビュー作戦事業
　「出会いと学びの講座」の開催（延べ41名参加）
◦社会福祉施設の地域交流事業実施（14施設）
◦介護予防・家族介護教室事業（延べ10,976名参加）
◦歳末たすけあい援助事業（37施設・団体）
◦中学卒業生激励事業（82人）
◦関係福祉団体への助成（13団体）
◦共同募金運動、日本赤十字事業への協力

◦ボランティア情報紙「にじ」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の開催（延べ31名参加）
◦災害ボランティアサポーター養成講座の開催（48名参加）
◦福祉講話・車いす体験等福祉体験（47件）
◦ボランティア塾の開催（延べ29名参加）
◦青少年ボランティアスクールの開催（13名参加）
◦ボランティアコーディネート事業
◦ボランティア窓口連絡会の開催
◦ボランティア交流会の開催
◦ボランティアルームの活用促進
◦岐阜市ボランティアセンター運営委員会の開催
◦ボランティア活動保険の普及 （12,935名加入）
◦災害ボランティアセンター備蓄品の整備

地域福祉推進事業

のついている事業は共同募金配分金を一部財源としています。

▲空き家を活用したふれあい・いきいきサロン（合渡支部）

▲児童と高齢者のふれあい事業（長良支部）

▲支え合い活動実践者養成事業

▲災害ボランティアサポーター養成講座

▲ボランティア交流会
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◦ねたきり高齢者理容サービス事業（36回）
◦要介護認定調査事業（調査件数  7,225件）
◦訪問介護事業等における制度外サービスの実施（利用者数  236名）
◦岐阜市高齢者等実態調査事業

【介護保険事業】
◦訪問介護・介護予防訪問介護事業（利用者数  2,538名）
◦介護予防・日常生活支援総合事業（利用者数  1,372名）

〔ホームヘルパーの派遣〕
◦訪問入浴介護事業（利用者数  302名）
◦居宅介護支援事業（利用者数  6,827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  1,634件）

【障害福祉サービス事業】
◦居宅介護事業（利用者数  1,161名）

〔ホームヘルパーの派遣〕
◦同行援護事業（利用者数  220名）
◦特定相談支援事業（利用者数  1,166名）

【地域生活支援事業】
◦移動支援事業（利用者数  202名）

〔ガイドヘルパーの派遣〕
◦訪問入浴サービス事業（利用者数  309名）

在宅福祉サービス事業 （総利用者数  16,003名）

平成28年度資金収支決算報告（概要）

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いますのでご覧ください。

　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13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います。（敬称略）

◦社会福祉事業へ
　・故 唐木田　正幸…………8,204円

あたたかな心ありがとうございます

収入
705,365千円

支出
705,365千円

介護保険事業収入
282,447千円
（40.0%）

経常経費
補助金収入
130,700千円
（18.5%）

受託金収入
128,775千円
（18.3%）

会費収入 28,674千円（4.1%）

法人運営事業
137,955千円
（19.6%）

地域福祉
推進事業
96,845千円
（13.7%）

福祉サービス
利用支援事業
94,491千円
（13.4%）

寄附金収入 2,248千円（0.3%）

障害福祉
サービス等事業収入
81,259千円（11.5%）

その他の収入
51,262千円（7.3%）

在宅福祉
サービス事業
376,074千円
（53.3%）

福祉サービス
利用支援事業
94,491千円
（13.4%）

在宅福祉
サービス事業
376,074千円
（53.3%）受託金収入

128,775千円
（18.3%）

障害福祉
サービス等事業収入
81,259千円（11.5%）
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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

社協会費にご協力をお願いします!!

平成28年度
総額 28,673,940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。

地域住民

地域福祉活動

皆さまからの会費

社協事業活動の実施

住民参加

岐阜市
社会福祉
協議会　社協会費の約70%は、皆さ

まの地域において、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。

社協会費は地域福祉活動
に使われています

　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
・地域福祉推進フォーラム　など

市内50の社協支部が行う主な地域福祉事業へ
◦ふれあい・いきいきサロン事業
◦子育て支援サロン事業
◦福祉委員活動支援事業
◦支え合いマップづくり推進事業
◦緊急医療情報キット（命のバトン）普及事業
◦その他、社協支部が独自に
　行っている地域福祉事業
　　　　　　　　　　　など

◦その他、社協の運営費としても充当されています。
※平成28年度に岐阜市社会福祉協議会が行った事業については本誌2〜3ページに掲載しています。

市社協活動社協支部活動
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ボランティアセンターでは、講座や交流会を開催します!

　　～ 今年の夏休みはボランティア講座に参加しよう! ～
夏休みの期間に小学4～6年生と中学生を対象とした2つの講座を下記の日程で開催します。素敵な想い出を作りましょう!!

ボランティアセンターってどんなところ?!
　ボランティアセンターでは、ボランティア活動をしている人（したいと思っている人）と必要としている人をつ
なげ、ボランティア活動の支援を行っています。「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」、

「もっと活動の輪を広げたい」、「日常生活の中で困っていることがあり、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!!

〈ボランティアセンターの主な役割〉
◦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
　ボランティア情報紙「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

ボランティア交流会&ボランティアの広場♪
　岐阜市内で活躍されているボランティアさんを対象に、ボランティア同士のつながりや交流を深めるこ
とを目的に開催します。
　日　時：9月3日（日）　10:00〜15:00
　場　所：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
　　　　　講演／テーマ「人と人がつながるボランティア活動」
　　　　　講師／motto ひょうご　栗木　剛 氏
　　　　　ボランティアの広場　13:00〜15:00
　　　　　ボランティア連絡協議会などボランティア団体の活動紹介
　参加費： 無料
　締め切り： 8月21日（月）
お申し込みの際は、①氏名（団体の方は団体名も）、②電話番号、③活動中の方は活動内容をお伝えください。

☆災害ボランティア講座については今年度も計画中です!詳しい内容は9月15日発行社協だよりに掲載予定☆

いつもとちょっと違った

夏休みにしたいなーと思ったあなたに!

もちろん、今年も参加したい方も大歓迎♪

日　時 内　　　容 会　場

１ 7月25日（火）
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
　〜点字を学んで自分の名刺を作ろう!〜 岐阜市民福祉活動センター

（岐阜市都通2-2）
２ 7月27日（木）

9:30〜12:00
◦聴覚障がい者の方との交流
　〜手話を学んで手話ソングを歌おう♪〜

日　時 内　　　容 会　場

１ 7月31日（月）
10:00〜15:30

◦オリエンテーション　
◦救急法　〜身近にあるものを使った応急手当〜
◦ハイゼックス米の試食
◦非常食セット作り
　〜牛乳パックを使った一人用非常食セット〜

岐阜市民
福祉活動センター
（岐阜市都通2-2）

ボランティア塾 青少年ボランティアスクール

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。

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。

 　ボランティアに興味のある中学生の方を対象に、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ています。

  小学校4年生〜6年生の方を対象に、夏休みの期間を利用したボランティア塾を開催します。手話や点字
を体験することで、さまざまなコミュニケーションの方法を学んでもらうとともに、福祉やボランティア
活動に興味・関心を持ってもらうきっかけづくりを目的としています。

※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。 ※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。　　　　　

◎定員／20名
◎締め切り／7月14日（金）

◎定員／20名
◎締め切り／7月26日（水）

各種講座等のお問い合わせ・お申し込み先 ／ 岐阜市社会福祉協議会　ボランティアセンター　TEL 255-5511・FAX 255-5512

小学4年生～6年生対象者 市内在住・在学の中学生対象者

1回のみの参加も
OKです!

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!

▲ボランティア情報紙
　「にじ」「ボランティア案内板」

講師紹介
motto ひょうご　栗木　剛 氏

レクリエーションゲームの指導や
福祉学習・子育て・ボランティア
養成・人権・青少年育成などの各
種セミナーで講演を行っています。
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岐阜市福祉の店友
ゆ う

＆愛
あ い

　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。ぜひお立ちよりください。

利用者さんが工業用ミ
シンで縫う「ナフキン
セット」です。布柄は高
学年や中学生も使える
少しユニークなデザイ
ンが多いのが特徴です。

（綿100％ 袋20cm×
23cm、ナフキン42cm
×37cm）

古来より品種改良され
ていない在来種の茶樹
を用いた希少なお茶。
農薬や肥料を使わず自
然のまま三年以上育成
した茶樹の茶葉、茎、
枝を薪火で炒ったやさ
しい味のお茶です。

ショッピングセンター  マーサ21  3階
営業時間　10時～21時

（表示価格は税込みです）

ナフキンセット…… 各500円 三年熟成番茶（10g×6）…… 500円

　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、配分を受け
た団体の活動をご紹介しています。

　ポップコーン福祉会は、障害福祉サービス事業多
機能型事業所を運営しています。生活介護事業は重
い障がいを持つ方が多く利用されており、週2回実
施する入浴は、地域で暮らすために必要なサービス
となっています。
　このたび共同募金の配分を受け、入浴の着脱時に
使用するベッドを購入しました。従来のベッドには
柵がなく、安全面に不安があり、また、昇降機能が
ないため職員の体への負担が多くなっていました。
　今回新しいベッドを購入
したことにより、安全に着
脱を行うことができ、職員
の身長に合わせて高さの調
整ができるため負担が少な
くなりました。

共同募金配分団体施設／社会福祉法人　ポップコーン福祉会
共同募金配分事業／入浴着脱ベッド購入事業

共同募金配分レポート

【ワークサポートみやこ】 【いぶき】
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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＊

お問い合わせ先／TEL 255-5010
岐阜市社会福祉協議会中央センター

　成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない
方について、本人の権利を守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶことで、法律的に支援する制度です。
　社会福祉協議会では、職員が出向いて成年後見制度の概要について説明させていただく出前講座を
実施しています。お気軽にご利用ください。
★平成28年度実施状況…加納西婦人会、岐阜老人ホーム、島支部池ノ上いきいきサロン他　計8回

　岐阜市在住もしくはその家族の方に、1か月間を限度に無料で車いすの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。
・病院への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、
　届くまで数日間かかるため、その間貸して欲しいという方。
・介護保険の申請中の方。
・要支援1または2、要介護1の方で一時的に必要である方。

台数に限りがありますので予約は出来ません。お電話でご確認の上お越しください。

◎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日1時間以上活動が可能な方
◆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 (2cm×2.5cm)　◦印鑑　◦養成研修修了証

◆お問い合わせ先　地域福祉課企画運営係　TEL 255-5511

◆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

（自治会やサロンなど）
◆料　　　金　無料
◆講座の時間

講座は30分から1時間程度です。
会場の手配や準備は主催者側でお願いします。

◆お申し込み方法・お問い合わせ先
地域福祉課生活相談係
TEL 255-5511　FAX 255-5512
出前講座の申込票は市社協ホームページからダウ
ンロードできます。
成年後見制度に関する相談・お問い合わせも受け
付けています。

成年後見制度　出前講座のご案内

車いすの貸し出しを行っています。

介護サービス事業で働いていただける方を募集しています。
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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運動指導教室
～今日からはじめる　健康づくり～　

③介護予防教室
～活動的な生活を過ごすために～

⑤ケアハウスでの介護予防教室
～活動的な生活を過ごすために～

◦日程・内容（8回連続コース）

◦日程・内容（単発）

◦日程・内容（単発）

◦日程・内容（3回連続コース）

◦日程・内容（単発）

◦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

◦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

◦定員　20名程度

◦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6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。

◦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～

④家族介護教室
～一人で介護に悩まないために～

日　　程 内　　　　容
  9月  6日（水） 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13日（水）
  9月20日（水）
  9月27日（水）
10月  4日（水）
10月11日（水）
10月18日（水）
10月25日（水）

日　　程 内　　　　容

  8月23日（水） 健康寿命アップ！のための
レク・脳トレ・大道芸

  9月25日（月） フラダンスで　足腰を元気に！

日　　程 内　　　　容 場　　所 時　　間
  7月10日（月） 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2時〜3時30分
  7月14日（金） 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
  7月19日（水） 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
  7月25日（火） 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14日（木） 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

日　　程 内　　　　容

  9月  8日（金） 音楽に触れてリフレッシュ！
感覚を刺激しよう

  9月22日（金） 免疫力アップ！
自分でできるリンパマッサージ

10月  6日（金） ホッと一息
癒される秋の寄せ植え

日　　程 内　　　　容

  9月29日（金） カロムで楽しく絆を深め、
友達をつくろう！

カロムとは…
四角い盤の上に並んだ、おはじきのような球を指ではじき競
い合う盤上ゲームです。
年齢・性別を問わず、誰とでも簡単に楽しめます！勝っても
負けても、みんなで歓声を上げ、絆を深めるカロム。あなた
も一緒に楽しみましょう♪
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＊岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ＊

⑥食を考えよう 得 教室
～バランス良く食べる習慣づくり～

◦日程・内容（3回連続コース）　　◦定員　20名程度

日　　程 内　　　　容 場　　所 時　　間
①  8月29日（火）
②  9月  4日（月）
③  9月11日（月） ①食事は健康づくりの基本

②健康度を知り食事の見直しを
③元気・いきいき食事計画

白山公民館 午後1時30分〜3時

①  9月  5日（火）
②  9月12日（火）
③  9月19日（火）

木田公民館 午後1時30分〜3時

◦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・⑥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・年齢をお伝えください。
◦お申し込み先　地域福祉課企画運営係　TEL 255-5511　FAX 255-5512
※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、⑥の教室は無料です。

お申し込みについて

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

　　　　　市役所214-6028（直通）
お問い合わせ先／

※来所相談です。

家庭での困りごとや心配ごとなど 認知症の方の
介護に関する相談 福祉に関する相談 日常生活自立支援

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

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。
◦場　　所／岐阜市民福祉活動センター（岐阜市都通2-2）
◦会 議 室／大会議室（148㎡） 約120名収容　中会議室（69㎡） 約40名収容
◦利用区分／午前（9時〜12時）・午後（12時〜17時）・夜間（17時〜21時）
◦お申し込み・お問い合わせ先　TEL 252-6690または255-5511
★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。

〒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）／TEL 255-5511・FAX 255-5512
中央センター（1階）／TEL 255-5010・FAX 255-5011
Eメール　office@gifushi-shakyo.or.jp
HPアドレス　http://www.gifushi-shakyo.or.jp

社協柳津支所・柳津センター

北部センター社協事務局・
岐阜市ボランティアセンター（2階）、

中央センター（1階）

訪問入浴サービス事業所

南部センター

〒501-6121
岐阜市柳津町下佐波1丁目8番地
TEL 279-1800・FAX 279-1898

〒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）
TEL 295-1185・FAX 296-7128

〒500-8887
岐阜市西野町六丁目北町9番地2
TEL 215-1905・FAX 215-1906

〒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）
TEL 277-8680・FAX 277-8681

岐阜市社会福祉協議会事務所のご案内

福祉活動に活用できる会議室があります。 ※利用の予約は2か月先
　までできます。
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2017 No.15612 HPアドレス http://www.gifushi-shakyo.or.jp Eメール office@gifushi-shakyo.or.jp

紐を使ってリズム体操です。
身体の、あちらこちらが伸びて気持ち良いです。

歌を歌い、その後はじゃんけんゲーム。
軽く身体も動かして、両手でじゃんけん、グーとパー！

折り紙を折って・丸めて・テープ止めして飛行機を作りました。
色とりどりの飛行機を皆で『エィ』と一斉に飛ばしました。

しめ縄作りは細かい作業ですが、頑張りました！ 男性陣も一
緒になって会話も弾み、あっという間に時間が経ちました。

コミカルソングを歌った後は新聞紙パズルで楽しく脳トレ！
できたらスッキリ！

座ったままできる体操で、脳も活性化！
毎回カラオケで歌も歌っています。

年齢・性別に関係なく誰でも無理なく楽しむことができる体
操で…若さを維持！

エコクラフトのペンケース作りをしました。牛乳パックの型
に組み紐を編んでいきます。出来上がりに皆さん大喜び！

芥見南支部
ふれあい・
いきいきサロン

城西支部
ふれあい・
いきいきサロン

長森東支部
天池ふれあい
サロン

木田支部
西木田ふれあい・
いきいきサロン

藍川支部
ふれあいサロン

三輪南支部
福富わいわい
サロン

木之本支部
ふれあい・
いきいきサロン

日置江支部
茶屋新田ふれあい・
いきいきサロン

◦開催日／
　毎月第3木曜日
◦開催場所／
　緑山公民館

◦開催日／
　毎月第1金曜日
　（1月・8月休み）
◦開催場所／
　城西公民館

◦開催日／
　年6回開催
◦開催場所／
　天池公民館

◦開催日／
　毎月第2月曜日
　（1月・3月休み）
◦開催場所／
　西木田公民館

◦開催日／
4月から11月まで
ひと月に10会場
で開催（8月休み）
◦開催場所／
　みどりヶ丘
　公民館

◦開催日／
毎月第4月曜日
◦開催場所／
　福富団地
　公民館

◦開催日／
毎月第4水曜日
◦開催場所／
　木之本公民館

◦開催日／
毎月第1水曜日
（1月休み）
◦開催場所／
　茶屋新田
　自治公民館

　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）に地域住民の皆さんで
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。


