
地域の皆さんに寄り添って、
地域の皆さんの

思いを受け止めて、
豊かな地域づくりのために

ともに考え、
行動していきます。

お気軽にご相談ください。

岩野田支部
サロン立ち上げについての話し合い

藍川支部
地区地域福祉活動計画打ち合わせ

京町支部
「お買いものに関するアンケート」実施

合渡支部
事務局委員会に出席

芥見支部
ふれあい・いきいきサロン「社協とは?」

地域福祉
活動の推進、充実を図るため

地域福
祉コーディネーターがお手伝いします

6〜7ページもあわせてご覧ください。
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　明けましておめでとうございます。
　謹んで年頭のご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。
　さて、少子高齢化社会が急激に進む中で、家族内の見守りや地域の支え合いの
希薄化など、福祉に対するニーズも多様化しており、生活支援サービスの充実や、
生活困窮者の社会的孤立の防止、自然災害に備えるための地域での支え合い・助
け合いのしくみづくりがいっそう求められております。
　このような状況のもと、岐阜市社協では地域福祉推進の中核組織としての責任
を果たすべく、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、
50の社協支部や関係機関と連携し、市民相互の支え合い活動による市民が主役
のまちづくりを推進し、特に、今後増加するであろう生活ニーズに対し、住民主
体の助け合い活動、地域における新たな活動拠点の推進を図っていきたいと考え
ております。
　今後も、住民の皆様と一体となり、行政はもとより関係機関・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。

迎春

社会福祉法人
岐阜市社会福祉協議会

会長 神田  定夫

社協会費にご協力いただきありがとうございました!

社協会費総額（平成29年12月18日現在）

26,772,800円
普通会費　　　　20,458,300円
特別会費（個人）　  2,730,500円
特別会費（法人）　  2,563,000円
施設・団体会費　     362,000円
賛助会費　　　　     659,000円

　社協会費の納入につきましては、多くの皆さまにご賛同いただき、誠にありがとうございました。社協支部役員
の方々をはじめ、ご協力いただきました皆さま方に深く感謝申し上げます。

皆さまからの会費はこのように活用されています!
　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。
　岐阜市社協では、「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
て支援サロンの開催や、福祉委員の推進、支え合いマップづくり等の地域福祉活動、地域福祉の向上を目
的とした各種研修事業、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に活用させていただきます。

あ り
が と う

▲岐阜市民福祉大会 ▲福祉体験（車いす体験）
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特別会費（1口1万円以上）にご協力いただいた法人・団体・施設の皆さまです。
（敬称略・順不同）

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

2口
操外科病院
株式会社戸羽新
岐阜なずな学園
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

1口
株式会社オゼキ
有限会社宮本仏壇店
株式会社松原喜八総本場
中部電力株式会社
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
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
有限会社魚松
大野仏壇総本店
きしもと
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
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
下野機械株式会社
棚橋耳鼻咽喉科
東栄電業株式会社

1口
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
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P.D.I.岐阜歯科診療所
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
高橋建装
ホワイト餃子岐阜店
公益社団法人岐阜病院
社会福祉法人舟伏
株式会社野田建設
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
瓶寅建材株式会社
かわごえクリニック
株式会社電算システム
株式会社木の国

1口
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
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
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
ヘアサロン米倉
長良西自治会連合会
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
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
有限会社中村土木
株式会社藤吉鉄工所
岐阜流通センター協同組合連合会
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
富士ゼロックス岐阜株式会社
安田株式会社
内藤電機株式会社
戸島工業株式会社
株式会社トーカイ
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

1口
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
伏屋社会保険労務士事務所
松村工業株式会社
中日本クリーナー株式会社
株式会社三島
玉田建設株式会社
協同組合岐阜給食センター
株式会社コームラ
株式会社岐阜新聞社
株式会社三井屋和洋紙店
エヌアイ通信工業株式会社
株式会社エリア・サービス
日の丸自動車株式会社
特別養護老人ホーム養生訓園
社会福祉法人日本児童育成園
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
医療法人いちだクリニック
岐阜電材株式会社
株式会社浅野鉄工所
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
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
合計261口、245特別会員（法人・団体・施設）
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地域福祉推進フォーラム2017
　平成29年11月27日、長良川国際会議場にて、地域福祉推進フォーラ
ムを開催しました。

「見守り活動」から「見守られ活動」へ
　～みんなでつくる「支え・合い」のすすめ～
講師　ご近所福祉クリエイション
　　　　ご近所福祉クリエーター　酒井　保 氏

●「支え合い」の基準とは
　例えばサロンの回数が多ければ支え合いが充実しているの
か？ 地域の実情によって必要な回数は異なり、回数などの
数値だけで地域福祉の充実度を計ることはできない。 

●制度依存の問題
　制度が充実することは良いことである反面、使わなければ
損という感覚に陥り、制度に依存しすぎるあまり、自分でで
きることもできなくなっていく。例えば介護保険制度の場合
は、デイサービスに行き始めると、サロンに出なくなったり
誘われなくなったりして、地域との繋がりが薄れていくことも
ある。絆という言葉にはしがらみという意味もある。地域の
しがらみやおせっかいも、見守るということでは大切である。

●健康寿命の鍵は「社会性」である
　健康寿命を維持するためには、社会性が衰えないように維
持することが最も大切であり、そのことが体力の維持にも繋
がる。

●「介護予防」にはこれが大事
①社会性がある　②運動する　③肉料理を食べる
　最近はフレイル(虚弱)予防として、筋肉量の維持に努め、
減少を防ぐことが注目されている。

●「向こう三軒両隣」の大切さ
　「気になる」から「見守られ活動」が生まれる。とりあえず隣
近所を気にすることが大切。例えばサロンに出てきてほしい
人が誘ってもなかなか出てきてくれないと、せっかくのサロ
ンの効果がないように感じるが、その時点でその人は気にさ
れ見守られているのであり、十分効果がある。支援とは、繋
がりを切らないということが最も大切である。

★健康長寿のポイントを色々聞
きましたので、今日から実施し
ようと思います。100歳に向かっ
て頑張りたいと思います。 

★福祉のまちづくりに感銘しました。学校、子ども会が協
力すれば、すぐにでも実行できるので、時間がかかって
も完成させたい！ 子どもも50年後は高齢者です。 

★今、ふれあいいきいきサロン
を手伝わせてもらっています
が、自分の手伝っていること
に自信をもつことができ、明
るい気持ちになりました。 

参加者アンケートより

講演内容の一部抜粋

　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）
　平成29年8月30日から12月18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
　・一般財団法人岐阜社会福祉事業協力会…………1,000,000円
　・須山　誠治…………………………………………… 30,000円
　・松尾　幸男……………………………………………… 5,000円
◦福祉ボランティア基金へ
　・岐阜切手研究会………………………………………… 1,600円
◦寄贈品
　・岐阜聖徳学園大学附属中学校育友会・生徒会…… 車いす2台
　　☆いただいた車いすは車いす貸出し事業に活用させていただきます。

あたたかな心ありがとうございます

▲岐阜聖徳学園大学附属中学校育友
会・生徒会様より車いすを寄贈し
ていただきました。
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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

募金額 46,865,683円
（平成29年12月18日現在）　皆さま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。

共同募金は民間社会福祉活動に活用されています
実はこんなところにも…。

○ふれあい・いきいきサロンなどの社協支部活動へ!!　社協支部活動については本誌12ページにて紹介しています。
○災害等準備金として　災害時に被災地でのボランティア活動を支援するために…。
○社会福祉施設・ボランティア団体・ＮＰＯ法人・保育施設へ

　このたび共同募金の配分金により、ご利用者様の食事を提供するために必要な
恒温高湿庫（右写真）の買換えを行いました。
　今まで以上に、安心・安全に美味しい食事を提供することができるようになり
ました。ありがとうございました。

社会福祉法人岐東福祉会  障害者支援施設  はなみずき苑
　はなみずき苑は、常時介護を必要とする障害がある方が利用される施設です。
　入所、通所、ショートステイの事業を行っており、ご利用者様の健康を維持し、安心
と生き甲斐を感じながら、自分らしく生活ができるような支援に取り組んでいます。

ありがとうメッセージ

配分レポート

▲JR岐阜駅にて　ボーイスカウト岐阜25団

▲岐阜メモリアルセンターにて
　FC岐阜の選手と一緒に募金活動

▲JR岐阜駅にて　10月1日セレモニー

▲カラフルタウン岐阜にて
　柳津スポーツ少年団

▲JR岐阜駅にて　街頭募金

▲マーサ21にて　島中学校陸上部
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私のまちの ふくし プラン
～ 手をつなごう　
　 　誰もが安心していきいきと心豊かに暮らせる　

市民が主役のまちづくり ～

　岐阜市地域福祉推進計画の重点施策として、「地区地域
福祉活動計画」の策定が進められ、各地域の課題や目標に
合わせた様々な活動が進められています。

岐阜市地域福祉推進計画ってなに？

どうして各地域に福祉活動計画が
必要なの？

計画はどうやって進めているの？

より身近な地域の実情に合わせた計画策
定をすることで、それぞれの地域に合っ
た活動の推進を図る目的があります。

行政と一体的に、市民やボランティア、福
祉団体の方の参加を得て、地域福祉を推進
するための取組みを定めた福祉計画です。

各地域福祉活動の実践推進団体である社協
支部が中核的な役割を果たしつつ、地域住
民・団体と地域課題の整理、解決に向けて
話をし、計画を作っていきます。

助け合い活動「手と手の会」
買い物支援・サポート食品
のお届け

介護予防・認知症予防
「晴ればれCafé」の様子

三世代交流事業の充実
子育て支援サロンの様子 福祉のまちづくり委員会

空き家を利用したサロン「れんげの郷」三世代交流センター「みどりっこハウス」での活動充実

福祉合同連絡会の開催

三世代交流でウォーキング

オレンジカフェやないづ

基 本 目 標

基 本 目 標

基 本 目 標

基 本 目 標

みんなで見守る
「やさしいまち」 本荘づくり

地域福祉は私たちの手で!!

みんなで進めよう
“福祉のまち” 柳津づくり

住み易い地域福祉の樹立を目指した
まちづくり“ごうど”

　活動計画の策定は、これまでの活動を振り返って検証し、こ
れからの活動に繋げるための、良いきっかけとなりました。

　今こそ、「地域力」を!!
　子どもから高齢者まで集い、
学び、楽しめる居場所を、まだ
まだ元気な私たちでつくってま
いります。

井上支部長

多田支部長

廣瀬支部長

森田支部長

　まだまだ、社協のことを知らない人が多いけれど、ひとりで
も多くの方に知っていただき、そして関わってもらい、「皆で
やろう!!」「皆で進めていこう!!」と、地域に根差した福祉活動
を推進していきたいと思います。

　住み易い合渡を地域福祉から考えるとき、地域全体での見守
りが必要になります。地区及び地域により、必要なことは異な
ると思います。皆さまで話し合い、議論して適切な計画を立て
実行することが大切であると思います。本年、計画をしました
「合渡地区地域福祉活動計画」を地域の皆さまのご支援ご協力を
お願いし、進めていきたいと思います。

①課題整理

②解決策の検討 ③計画の策定

④事業推進

○○地区
地域福祉活動計画

夜も僕一人で
お留守番

子育てについて
誰かに相談したい

私はひとり暮らし…
災害が起きた時は
どうすりゃいいの?

蛍光灯が切れても
替えられんのよ

まだまだ
元気なんじゃが
活かせるものは
ないかのぉ

子育て 子育て

高齢者
高齢者 防災

高齢者
障がい者

交通が不便で
買い物が大変よ

地域課題を
解決しよう!

「助け合い体制づくり支援事業費補助金」の活用を!!
　高齢者や障がい者などの支援を必要とする人に対する生活支援など、「助け合
い活動」の立ち上げに取り組む岐阜市内の社会福祉協議会支部等の地域団体や
NPO等に対して、必要な経費を補助します。
　詳しくは、地域福祉課へお尋ねください。

地域福祉活動の推進は、
地域福祉コーディネーターが

お手伝いいたします!!

地区地域福祉活動計画

本荘
支部

芥見東
支部

柳津
支部

合渡
支部

補助金を活用した「助け合い活動」▶︎
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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。

◦職　務　内　容：接客、レジ操作、商品管理等
◦採　用　時　期：2月中旬（予定）
◦勤　務　時　間：①早番　午前9時45分～午後3時30分
　　　　　　　　　②遅番　午後3時30分～午後9時15分（2交代制）
　　　　　　　　　※特別営業日は勤務時間の変更あり。365日営業。
◦勤　務　日　数：週2～3日程度（ローテーション勤務）
◦お申し込み期限：1月29日（月）

　着物や洋服に使った布のはぎれを、心を込め一枚一枚丁寧
に縫い合わせてかわいい置物にしました。温かみのある置物
ですので玄関やリビングにいかがですか。

　原料には、農薬や化学肥料を使用せず土づくりからこだわっ
て栽培した果物や野菜を使い、丁寧に煮詰めて製造していま
す。甘さ控えめの美味しいジャムが各種あります。

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）

和服うさぎ…… 1,000円 ジャム…… 480円

【岐阜市身体障害者福祉協会】 【ヴァリエーション】

岐阜市福祉の店「友＆愛」店員を募集します！

☆その他詳細については、本会ホー
ムページをご覧になるか下記ま
でお問い合わせください。

◦お申し込み・お問い合わせ先：
　総務課　総務係
　TEL 255－5511

ボランティア交流会 ～傾聴について思いを共有しよう～

▲ボランティア交流会（昨年8月開催）の様子

　ボランティア活動をされている方々の出会いの機会やつながりづくりのために交流会を開催します。
　交流会では事例を使い、ロールプレイングを行うことで活動時の思いを皆さんで共有しませんか？

◦日　時：2月10日（土）　午後1時30分～4時　
◦会　場：ぎふメディアコスモス　かんがえるスタジオ
　　　　　（岐阜市司町40-5）
◦対象者：傾聴ボランティア活動経験のある方
◦内　容：○傾聴について（ロールプレイングを行う予定です）
　　　　　　講師：ボランティアグループみみの木
　　　　　　　　　代表　早川　一枝 氏
　　　　　○交流会

◦お申し込み期限：1月31日（水）
◦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現在の活動状況、⑤年齢、
　　　　　　　　　⑥活動についての質問や悩み等（ある方のみ）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
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　この春卒業されるひとり親家庭等の中学3年生の皆さんに、岐阜市母子寡婦福祉連合会との共催により、図書
カード（2,000円分）を贈呈します。
　希望される本人またはご家族の方は、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：1月15日（月）から2月9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）　
◦お問い合わせ先：月～金曜日…岐阜市社会福祉協議会　　　TEL 255-5511
　　　　　　　　　土・日曜日…岐阜市母子寡婦福祉連合会　TEL 252-6692

他にも条件がございます。借入に関するご相談は、生活相談係（255－5511）又はお住まいの地域の民生委員にご相談ください。

　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を対象とした貸付制度です。学校教育法に定められ
た高等学校、大学などへの就学や入学に必要な経費の貸付をします。
※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

資金など教育に関する貸付制度。 

「教育支援資金」のご案内

教育支援費 就学するために必要な経費（授業料、通学定期代等）
就学支度費 入学に際し必要な経費（入学金、教科書代、制服代等）

資金種類 貸付上限額 貸付期間 償還期限

教育支援費
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。留年の期間は
対象になりません。

償還期限は原則として10年以内
です。
※卒業後、据置期間（6ヶ月以内）

を経過した後から償還（月々の
分割返済）が開始します。就学支度費 上記学校への入学に際し

必要な経費 500,000円以内

卒業
祝

ひとり親家庭等の中学3年生の
皆さんに図書カードを贈呈します

以下の全ての項目に該当する世帯
・岐阜市内在住で、居住地と住民票が一致している世帯
・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（世帯収入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

・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

学校が作成した入学金・授業料・諸経費等が記載さ
れている資料　等

その他、必要な書類は個別に相談させていただきます。

◦教育支援資金の種類

◦貸付条件

◦貸付対象世帯 ◦申請に必要な書類

※就学または入学にあたって必要と認められる経費から、自己資金や就学支援金制度等で対応できる金額を除いた不足分が申込み可能な金額と
なります。また、すでに支払った経費や納付期限を過ぎている経費は貸付できません。

◦貸付利子　無利子
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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介護予防教室 ～活動的な生活を過ごすために～

◦定　員　20名　　◦参加費　無料

日　　程 内　　　　容 場　　所 時　　間
2月27日（火） イスに座って　楽らく体操 ウェルビュー明郷（本郷） 午後2時～3時30分

◦対象／岐阜市内にお住まいのおおむね65歳以上の方
◦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。

日常生活自立支援事業　生活支援員を募集します！
◆日常生活自立支援事業とは

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、
住み慣れた地域の中で安心して生活できるように、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。

活動内容

生活支援員は、日常生活自立支援事業の担い手として、利
用者の自宅や入所中の施設等を訪問し、支援計画に基づき、
福祉サービスの利用手続きや、生活費の払い出しなど日常
の金銭管理等を支援します。なお、初回相談から支援計画
の作成、利用契約の締結に至るまでの業務は、本事業の担
当職員（専門員）が行います。

活動費

1時間　1,000円（交通費含む）

応募資格

・20歳以上70歳未満の方
・ボランティア活動や福祉に関心をもって活動していただ

ける方（現在、民生委員・児童委員や介護職員として活
動している方は除きます。）

・週に1回、1時間程度活動できる方
・本会が実施する説明会と面接を受けることができる方
※活動にあたっての留意点等は、説明会でご説明させてい

ただきます。

お申し込み期限

1月26日（金）

説明会

2月  7日（水）　午前10時から11時30分

面　接

2月21日（水）　午前10時から  

研修会

3月14日（水）　午前10時から午後3時30分
※研修会は、説明会・面接後に生活支援員として登録さ

れた方が対象です。

説明会・面接・研修会の会場はいずれも岐阜市民福祉活
動センター２階大会議室（岐阜市都通2－2）

お申し込み・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
①氏名  ②年齢  ③住所  ④電話番号をお伝えください。
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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

〒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

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
◦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ケ月先（当日を含む）まで予約できます。
電話番号 252-6690 または 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
をご利用ください。

◦会議室備品一覧表

例えば…
こんな研修・会議にも利用できます。

◦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、利用料金の減免措置があ
ります。

※3階から上は市営住宅「本郷ハイツ」です。

岐阜市民福祉
活動センター

桜ケ丘公園岐阜市
保健所

岐
阜
西
通
り

本郷町通

至 大縄場大橋

都通郵便局

入口

入口入口

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台
（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
プロジェクター 1台
磁気誘導ループ 1台

★冷暖房設備あり ▲センター案内図

中会議室大会議室
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地域福祉
活動の推進、充実を図るため

地域福
祉コーディネーターがお手伝いします

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

手芸、貼り絵、折り紙など様々な体験をしています。
初めて訪ねてもほっこりとするサロンです。

今回は交通安全に関する寸劇を見ました。
笑いもあり、とても楽しく学ぶことができました。

後を絶たない「おれおれ詐欺」や、「あきらめずクーリングオフ」
の話を聞きました。

和気あいあいとしたサロンです。
新聞紙パズルに取組中。隣の方と助け合いました。

ハーモニカ演奏に合わせ懐かしの昭和メロディーを皆で歌います。
なんだか…心が、ほんわりと温かくなりました。

役員さんが考案されたゲームを楽しんでいます。
ちょっとした景品もあり、とても盛り上がります。

コミュニティバスの話や運動会の報告を聞き、まずは情報交換。
持参した野菜等、サロン中に調理し皆で頂きました。

折り紙工作が得意なサロンです。
見本をもとに手先を動かし、素敵なリボンを完成させました。

金華支部
みんなの茶の間

加納東支部
いきいきサロン

鷺山支部
清州地区ふれあい・
いきいきサロン

方県支部
大石ふれあい・
いきいきサロン

長森西支部
ふれあい・いき
いきサロン

厚見支部
西川手地域サロン

常磐支部
椿洞ふれあい・
いきいきサロン

網代支部
中山
いきいきサロン

◦開催日／
　毎月第2・4
　水曜日
◦開催場所／
　木造町

◦開催日／
　毎月第1木曜日
◦開催場所／
　加納東公民館

◦開催日／
　年2回
◦開催場所／
　清州公民館

◦開催日／
　毎月第2金曜日
◦開催場所／
　大石公民館

◦開催日／
毎月第1水曜日
◦開催場所／
　北一色公民館

◦開催日／
年4回（予定）
◦開催場所／
　西川手公民館

◦開催日／
奇数月第2水曜日
◦開催場所／
　椿洞公民館

◦開催日／
毎月第1火曜日
◦開催場所／
　中山公民館

　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。




