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【プログラム】
◦開　会
◦主催者あいさつ
◦市長表彰状の贈呈
◦市社協会長表彰状

・感謝状の贈呈◦来賓祝辞
◦記念講演
◦閉　会

　岐阜市との共催で、第39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、岐阜市社協法人化50周年を記念し、特別講演とし
て歌手・俳優の杉良太郎さんにご講演いただきます。ぜひ
ご来場ください。

平成29年10月24日（火）
午後1時30分～3時30分（開場 午後1時）

岐阜市民会館　大ホール
（岐阜市美江寺町2丁目6番地）

歌手・俳優　杉  良太郎 氏

テーマ　「福祉・想いのままに」

※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ください。
※満席の場合、入場をお断りすることがございますので、あら

かじめご了承ください。

◀︎昨年の表彰の様子

日  時

場  所

記念
講演

岐 阜市民福祉大会第39回

杉  良太郎 （すぎ  りょうたろう）
歌手・俳優

（法務省）特別矯正監
（厚生労働省）肝炎総合対策推進国民運動特別参与　
（外務省）日・越特別大使
（ベトナム政府）越・日特別大使
1944年神戸市生まれ。65年コロンビアレコードからデビュー。67年NHK「文
五捕物絵図」の主演で脚光を浴びる。その後「右門捕物帖」「遠山の金さん」を
はじめ1,400本以上に主演。96年、長年の舞台活動と文化交流を高く評価さ
れ文化庁長官表彰。芸能界デビュー前から刑務所慰問など献身的な福祉活動
を続け大臣表彰を数多く受賞し、2008年芸能人初の緑綬褒章を受章。現在は、
法務省・特別矯正監、厚生労働省・肝炎総合対策推進国民運動特別参与、日
本とベトナムの両国の外務省から委嘱を受け特別大使を務める。
16年文化功労者。

岐阜市社協法人化50周年記念
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ご近所福祉クリエイション主宰　ご近所福祉クリエーター
知的障害者福祉施設、市町社会福祉協議会、認知症グループホーム・小規
模多機能施設の勤務を経て2014年8月に「ご近所福祉クリエイション」を
創設（主宰）。ご近所福祉クリエーターという肩書きのもと、広島と仙台を
拠点として、全国各地を講演行脚中。
福祉・支え合いの現状に見える「本人不在・関係者主導」に疑問を抱き、本
人を主体に据えた支え合いづくりの手法として、「住民歴書＆エゴマップ
づくり」を考案。災害時要援護者支援や限界集落の支え合い形成の取り組
みなどにも活用されている。

　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14日から8月29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）

◦社会福祉事業へ
　・境田　正道……………………………………………500,000円
　・公益財団法人田口福寿会……………………………500,000円
　・瀬尾　幸男…………………………………………… 10,000円
　・株式会社美濃庄………………………………………… 8,510円
◦福祉ボランティア基金へ
　・岐阜切手研究会………………………………………… 1,600円

あたたかな心ありがとうございます

▲︎境田 様（写真右）

　少子化が進み家族間のつながりが薄れていく中、住み慣れた地域で安心して暮らしつづけるために
は、住民同士による支え合いの仕組みづくりが求められています。
　今回のフォーラムでは、地域の課題を見つけ、支え合いマップづくりをきっかけとする日頃の住民
同士の見守りや支え合い活動につながる仕組みづくりの方法を学ぶ場として開催します。

◦日　時  ／  11月27日（月）　午後1時30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　「見守り活動」から「見守られ活動」へ
　　　　　　　　　　ご近所福祉クリエーター　酒井　保 氏

酒井　保 （さかい　たもつ）

◦定　　　　　員  ／  250名
◦参　　加　　費  ／  無料
◦お申し込み方法  ／  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。
◦お 申 し 込 み 先  ／  地域福祉課 企画運営係　TEL 255-5511　FAX 255-5512
◦お申し込み期限  ／  11月10日（金）

地域福祉推進フォーラム 2017
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◦場　　　　　所：南部コミュニティセンター　（岐阜市加納城南通1丁目20）
◦対　　　　　象：・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。
　　　　　　　　　・地域の福祉活動やボランティア活動に参加できる方、または興味関心のある方。
◦定　　　　　員：20名
◦参　　加　　費：無料
◦お申し込み方法：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。
◦お 申 し 込 み 先：地域福祉課　企画運営係　TEL 255-5511　　FAX 255-5512 
◦お申し込み期限：11月2日（木）  

「間もなく定年を迎える方」や「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、
地域福祉活動やボランティア活動をしてみませんか。

　今は、自分自身のために、家族のために、仕事のためにと、費やして
いる時間の中身は人それぞれですが、皆さんがこれまで培ってきた「知識」
や「能力」、「技術」、「経験」を活かせる場があります。
　この講座を通しての「出会い」と「学び」をもとに、地域での「居場所づく
り」や「生きがいづくり」への一歩を踏み出しましょう！

出 会 い と 学 び の 講 座
～ 踏み出そう! はじめの一歩 ～

日　　時 内　　　　容

1 11月 18日（土）
13:30～16:00

◦オリエンテーション
　岐阜市社会福祉協議会について
　ボランティアについて
◦レクリエーションで体力チェック　～楽しく体を動かそう～
　講師　岐阜県レクリエーション協会

2 11月 26日（日）
13:30～15:30

◦傾聴について知り、コミュニケーションに生かそう
　講師　傾聴ボランティア　みみの木　代表　早川　一枝

3 12月　2日（土）
13:30～16:00

◦高齢者の心と体について理解を深めましょう!
　講師　岐阜市地域包括支援センター南部
◦車いすの補助など福祉体験　～車いすの扱いを学んでみよう～
　協力　福祉体験サポーター会
◦これからの活動・交流会

ご参加ください

私の10年、20年先は
どうしているんだろう？
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災害ボランティアサポーター
養成講座を開催します

　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
会では災害ボランティアセンターを立ち上げます。
　災害ボランティアセンターとは、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た方の想いをつなぐ拠点です。
　本講座では、災害ボランティアセンターの役割を理解していただき、
センター運営の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や、平常時からの災害に
備えた地域の防災力に興味がある方は、ぜひご参加ください。

◦日　　　　　時：12月16日（土）　午前9時30分～午後4時
◦場　　　　　所：ぎふメディアコスモス　かんがえるスタジオ（岐阜市司町40番地5）
◦内　　　　　容：・岐阜市での予想される大規模災害とその被害状況について

　　　　　　　・過去の災害現場から学ぶ災害ボランティア活動と災害ボランティアセンターとは
　　　　　　　　講師　日野ボランティアネットワーク　山下　弘彦　氏
　　　　　　　・災害ボランティアセンターの運営訓練

◦対　　　　　象：岐阜市在住または在勤・在学の方
　　　　　　　災害ボランティアに興味がある方
　　　　　　　災害ボランティアサポーターとして活動する意欲がある方

◦定　　　　　員：30名
◦参　　加　　費：無料
◦お申し込み方法：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。
◦お 申 し 込 み 先：岐阜市ボランティアセンター　TEL 255-5511　FAX 255-5512
◦お申し込み期限：12月4日（月）

～　災害ボランティアセンター運営訓練の様子（昨年度実施）　～
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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います。
　皆さまからいただく募金は「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。子ども、高齢者、障がい
者などを支援する福祉活動や、災害時には「災害ボランティ
アセンター」の設置や運営などにも役立てられます。
　今年度もご協力をお願いいたします。

街頭募金ボランティア募集！～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
でいただいています。
　★と　き　10月1日（日）、7日（土）、8日（日）
　★場　所　JR岐阜駅　　　※時間などの詳細は、共同募金会岐阜市支会にお問い合わせください。

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～

共同募金目標額【岐阜市支会】

58,748,600円

運動実施期間10月1日～12月31日

赤い羽根って?!

法人募金

戸別募金

街頭募金

職域募金

～さまざまな
募金方法が
あります～

赤い羽根
カプセル募金箱

法人の社会貢献と
して呼びかける募
金です。

地域の自治会（各
家庭）に呼びかけ
る募金です。

ボランティアが街
頭に立って呼びか
ける募金です。

企業等で働いてい
る方に呼びかける
募金です。

　200円を寄付することで
カプセル募金箱から「赤い
羽根キャラクターピンズ
バッジ」などが出てくる募
金箱です。
　地域のイベントに出張し
ていますので見かけたとき
は、ぜひご協力をお願い
いたします。

身近なところでご協力を!!

共同募金に関する情報は…／ 共同募金会岐阜市支会　TEL 255-5511・FAX 255-5512
　　　　　　　　　www.akaihane.or.jp（中央共同募金会のホームページです。）

「まちがいさがし」やってみよう!!
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

愛ちゃん
希望くん

※平成29年度　赤い羽根共同募金のポスターです。

※答えは11ページ

▲︎昨年の街頭募金（JR岐阜駅）の様子
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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。

　利用者さんが一枚一枚丁寧に張り合わせた紙を裁断し、そ
の時その時、気の向くままにつなぎ合わせてメモ帳カバーに
仕立てました。どうぞお手に取って彼らの芸術をご覧くださ
い。中のメモ帳は同サイズの市販のものを差し替えて使うこ
とができます。

　廃油利用の石鹸です。
【半練り石鹸】トロリとした柔らかいタイプ。主に食器洗い。
【固形石鹸】硬い石鹸。衣類・頑固汚れ。
【粉石鹸】衣類の汚れ。主に洗濯機で使用。

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）

メモ帳…… 220円 コッコ石鹸…… 140円～

【すまいるはうす】 【ひなの郷作業所】

岐阜市介護相談員派遣事業 を紹介します
（岐阜市からの受託事業）

介護相談員とは…
　施設を訪ね、利用者やその家族から日頃の介護サービス
の疑問や困っていることを聞き、施設に伝えるなど、よりよ
い介護サービスの提供にむすびつくよう活動しています。

介護相談員の活動
　現在、市内20ヶ所の介護老人福祉施設、 介護老人保健
施設を2週間に1回程度、2人1組で訪問し、 次のような活
動を通して、施設と利用者との橋渡しをしています。

①介護サービス利用者やその家族の話を聞き、相談に応
じます。

②施設で行われる行事等に参加します。
③施設の職員の方と意見交換をします。 
※利用者のプライバシーには十分配慮して活動します。 

お問い合わせ先／
地域福祉課　生活相談係　TEL 255-5511

介護相談員派遣事業とは…
　介護相談員が施設を訪問し、利用者の疑問や不満、不安を受け付け、サービス提供事業者や行政に橋渡し
しながら、問題の改善や介護サービスの質の向上を図ることを目指す事業です。

意見交換会
（情報共有・意見交換）

介護相談員

サービス
提供事業者

事務局
（市町村）

利用者と
その家族

報告・情報提供・提言

改善報告

委
嘱

報
告
・
情
報
提
供
・
提
言

訪
問
・
相
談改

善
報
告

意
見
交
換
・
情
報
提
供

事業の仕組み
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くらしのあんしんおてつだい

ご存知ですか？ 日常生活自立支援事業

（相談の受付からサービスの開始までは約1ヶ月程度かかります）

お問い合わせ先／岐阜市福祉サービス利用支援センター　TEL 252-6661　FAX 255-5512
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

　認知症や知的障がい、精神障がいなどのために、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とは…

ご利用までの流れ

利用料

※岐阜市在住で市民税非課税の方は、①、②のサー
ビス利用料は半額です。生活保護を受けておられ
る方は、①、②、③のサービス利用料は無料です。

社会福祉協議会の職員（「専門員」「生活支援員」）が訪問して支援します。誰が支援してくれるの?

専　門　員
困りごとや悩みについて相談を受け、利用者の
希望をもとに支援計画を作ります。サービス開
始後も心配なことがあれば、相談に伺います。

生活支援員
支援計画に沿って、利用者を定
期的に訪問し、預金の出し入れ
などのお手伝いをします。

利用相談や支援計画の作成にかかる費用は無料ですが、各種サービスの利用は有料です。

①福祉サービスの利用援助 15分ごとに　250円
（1回の支援は、1時間程度です）②日常的金銭管理サービス

③書類等預かりサービス 1ヶ月あたり　500円

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
福祉サービス利用のお手伝いを
します。

福祉サービスの利用に関する相談や情
報提供、利用申し込みに必要な手続き
や利用料を支払う手続きなどのお手伝
いをします。

※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。　　　　　　◦福祉サービス利用などの契約時に保証人になる。
　◦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。　　　◦不動産や預貯金の資産を運用、管理する。

②日常的金銭管理サービス
日常的なお金の管理をお手伝い
します。

年金等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
れ等のお手伝いをします。

③書類等預かりサービス
大事な書類等をお預かりして保
管します。

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。
※宝石、書画、骨董品、貴金属類等は

お預かりできません。

相 談 の 受 付

訪 問 調 査

支援計画の作成

契　約

サービスの開始

定期的な支援
計画の見直し

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ています。

専門員がご自宅等に伺い、本人と面接してサービス内容を説明します。また、本事業の利用希望があるか、
契約締結能力があるか、どのような支援を希望しているか等を調査・確認します。

お困りの内容や希望をお聞きし、支援内容や訪問回数等を本人と一緒に考えて、支援計画を作成します。

支援計画の内容に基づき、本人と社会福祉協議会との間で利用契約を結びます。	

生活支援員が支援計画に沿って本人を訪問し、サービスを行います。

定期的に支援計画の内容を見直し、変更が必要な場合は本人と相談して支援計画を変更します。
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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～

③転倒予防教室
　～筋力アップで　転倒を防ぐ～

⑤介護予防教室 ～活動的な生活を過ごすために～

◦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（単発）

◦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。　　◦参加費　無料

◦日程・内容（3回連続コース）

◦日程・内容（単発）

◦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　無料

◦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
◦参加費　無料

◦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。

◦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　無料
◦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

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
11月20日（月） 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
・昔あそび

11月27日（月）

12月  4日（月）

12月11日（月）

12月18日（月）

日　　程 内　　　　容
11月  1日（水） イスに座って　楽らく体操

11月15日（水） ゆったりヨガで
心も体も　リフレッシュ!

11月29日（水） 音楽に合わせて　筋力アップ!

日　　程 内　　　　容 場　　所 時　　間

10月  6日（金） 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

10月31日（火） 足から元気になろう! 岐阜市民福祉活動センター（本郷） 午前10時～11時30分

11月  8日（水） ADL体操で　笑顔で健康　いつまでも さくら苑（網代） 午後2時～3時30分

11月21日（火） イスに座って　ゆったりヨガ エトワールずいこう（網代） 午後2時～3時30分

12月  8日（金） 音楽で　頭も心も　リフレッシュ! 岐阜市民福祉活動センター（本郷） 午前10時～11時30分

平成30年
1月16日（火） 音楽に合わせて　筋力アップ! ラ・ポーレぎふ（鏡島） 午後2時～3時30分

日　　程 内　　　　容
11月16日（木） 歌って　笑って　こころ元気に

11月30日（木） 免疫力アップ!
自分でできる　リンパマッサージ

12月14日（木） 寒さに負けず　咲く花の寄せ植え

日　　程 内　　　　容

10月27日（金） 肩・背中にふれて
ストレスを緩和し　心を癒そう

11月24日（金） 足から元気になろう!
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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　　◦参加費　無料

日　　程 内　　　　容 場　　所 時　　間
10月10日（火） 食事は健康づくりの基本 岐阜市民

福祉活動センター
（本郷）

午後1時30分
～3時10月17日（火） 健康度を知り食事の見直しを

10月24日（火） 元気・いきいき食事計画

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 認知症の方の
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

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）
◦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ください。
◦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。

◦対象／岐阜市内にお住まいのおおむね65歳以上の方（①認知症予防教室・②五感健康法教室・③転倒予防教
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。

お申し込みについて

お問い合わせ先／訪問入浴サービス事業所　TEL 215-1905 お問い合わせ先／中央センター　TEL 255-5010

◎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）　

いずれも、月～土曜日のうち週2～3日程度勤務できる方

◎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
◦月～日曜日の7～19時のうち1時間以上活動できる方

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。

7ページの「まちがいさがし」の答え　◦必勝の文字　◦得点の数字　◦めがねの人　◦サッカーボール　◦希望くんのはちまき　◦愛ちゃんのまつげ　◦カーテン
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野一色公民館で開催された「日曜喫茶室」の様子です。
琉球三味線「三線」や「アコーディオン」と共に…合唱♪♪

歌に合わせて、ストレッチ運動を行いました。手足を動かす
のに慣れておくことで、とっさの時の転倒予防に繋がります。

急いで急いで！ 丸めた紙を開き、中に書いてある文字探し。
手先をたくさん使います。

3通りの回し方ができるコマをつくりました。
まずは、割り箸で。クルクル回って笑顔がこぼれました。

今回は、マジシャンが登場。
色とりどりの「お花」はもちろん…「鳩」2羽も登場し皆ビックリ！

レクリエーション用具を使って軽スポーツを楽しみました。
お互い競い合うことで良い刺激になりました。

お隣さんと調子をあわせて歌います。
リズムに乗って手と手を重ね、楽しくふれあいました。

最初はコーヒーを飲んでのおしゃべりタイム、話題が尽きない！その後は毎回内容を
変えてのお楽しみです。地元で収穫したものでデザートの提供もあり楽しみです。

長森北支部
ふれあいサロン
『日曜喫茶室』

鶉支部
西鶉ふれあい・
いきいきサロン

黒野支部
いきいきサロン

芥見東支部
紅葉ヶ丘
いきいきサロン

本郷支部
みんなでつくる
いきいきサロン

合渡支部
曽我屋ふれあい・
いきいきサロン

岩支部
岩田坂サロン

三輪北支部
出屋敷
いきいきサロン

◦開催日／
　毎月第3日曜日
◦開催場所／
長森本町公民館・前一色
公民館・野一色公民館・長
森北公民館・ハイツ長森
集会所（毎月場所を替えて）

◦開催日／
　毎月第4金曜日
　（8月、12月を除く）
◦開催場所／
　西元清水野公民館

◦開催日／
　毎月第4水曜日
◦開催場所／
　黒野コーポ集会場

◦開催日／
　毎月第4金曜日
◦開催場所／
　紅葉ヶ丘公民館

◦開催日／
毎月第3水曜日
◦開催場所／
　本郷公民館

◦開催日／
年2回（6月、11月）
◦開催場所／
　曽我屋公民館

◦開催日／
毎月第4金曜日
◦開催場所／
　新岩田坂公民館

◦開催日／
毎月第3日曜日
（8・12月休み）
◦開催場所／
　出屋敷公民館

　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。




