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夏のボランティア講座
参加者大募集！

この夏にしかできない体験をしよう！

ボランティア塾
小学４年～６年生対象

▲手話ソング、上手に歌えるかな？ ▲点字で名刺づくりに挑戦！※昨年の講座の様子

※昨年の講座の様子

青少年
ボランティア
スクール

中学生・高校生対象

▲災害が起きたらどうする？学生の
　君だからこそできることを考えよう！

▲避難所でも行われた炊き出し
　方法を体験！

▲ハイゼックス
　炊飯袋

今すぐ！
7ページを
チェック！

目　次

この広報誌は一般財団法人岐阜社会福祉事業協力会のご協力と共同募金配分金により作成しています。

岐阜市社協ホームページへ

◆平成29年度事業報告・決算報告・寄付のお礼・ ・・・・ ２〜４
◆社協会費のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
◆岐阜市ボランティアセンター＆ボランティア講座・交流会のご案内・・・ ６〜７
◆岐阜市福祉の店「友＆愛」、共同募金配分レポート・・・・・・ ８
◆成年後見制度出前講座、車いす貸出事業、職員募集・・・・・ ９
◆介護予防教室等各種ご案内・・・・・・・・・・・・・10〜11
◆いきいき社協支部活動・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12



平成29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。

　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。

❶　地域福祉活動の推進
　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、地域福祉コーディネーターを配置し、
社協支部等と連携して、様々な福祉問題や課題に取組み、解決できるように支援しました。

❷　生活相談事業の充実
　生活相談事業の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。

❸　在宅福祉サービス事業の資質向上
　介護サービス事業において、利用者本位で信頼される質の高いサービス提供を行いました。

法人運営事業

地域福祉推進事業

◦理事会・監事会・評議員会等各種会議の開催
◦社協会費の募集
◦共同募金運動、日本赤十字社事業への協力
◦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）
◦岐阜市民福祉大会の開催（岐阜市と共催）
◦法人化50周年記念誌の発行

【受託事業】
◦岐阜市民福祉活動センターの管理（指定管理）

◦地域福祉コーディネーターの配置
◦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）
　・子育て支援サロン事業 （37支部）
　・福祉委員活動支援事業 （17支部）
　・支え合いマップづくり推進事業 （17支部）
　・緊急医療情報キット（命のバトン）普及事業 （18支部）
　・地区地域福祉活動計画策定支援事業（10支部）
　・岐阜市地域福祉見守り・助け合い体制づくり支援事業
　・地域福祉・生活支援拠点整備事業
　・地域福祉・生活支援拠点運営費助成事業
　・生活支援サービス（助け合い活動）運営費助成事業
◦地域福祉推進フォーラムの開催 （252名参加）
◦地域福祉推進研修会の開催（5会場774名参加）
◦ふれあいサロンリーダー研修会の開催（160名参加）
◦出会いと学びの講座（延べ172名参加）
◦地域福祉推進委員会の開催
◦福祉機器（車いす）配備事業
◦金婚祝い贈呈事業
◦日常生活自立支援利用料助成事業

▲市民福祉大会

▲支え合いマップづくり推進事業（白山支部）

▲子育て支援サロン事業（加納東支部）
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【ボランティアセンター事業】
◦ボランティア情報紙「にじ」の発行（年12回）
◦災害ボランティアサポーター養成講座の開催 （51名参加）
◦傾聴ボランティア養成講座の開催（延べ31名参加）
◦福祉講話・車いす体験等福祉体験 （43件）
◦ボランティア塾の開催（延べ49名参加）
◦青少年ボランティアスクールの開催（25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
◦ボランティア活動保険の普及 （12,391名加入）

【生活相談事業】
◦心配ごと相談 （相談件数　72件）
◦認知症相談 （相談件数　20件）
◦ひとり暮らし高齢者愛の電話訪問（電話訪問回数　3,946回）
◦相談セミナーの開催 （170名参加）
◦生活困窮者緊急食料提供事業（提供件数　81件）
◦法人後見事業（受任件数　3件）

【受託事業】
◦支え合い活動実践者養成事業
◦支え合いの仕組みづくり推進事業
◦介護予防事業・家族介護教室事業
◦地域包括支援センター中央北事業
◦介護相談員派遣事業（33施設　延べ413回派遣）
◦日常生活自立支援事業（契約件数　250件）
◦生活福祉資金の貸付事業（貸付件数　47件）
◦成年後見制度利用促進事業（相談件数　75件）
◦岐阜市福祉の店運営事業

在宅福祉サービス事業
◦訪問介護事業等における独自サービスの提供
　（利用者数　273名）
◦ねたきり高齢者理容サービス事業 （25回）

【介護保険事業】
◦訪問介護事業 〔ヘルパーの派遣〕
　（利用者数　1,870名）
◦介護予防・日常生活支援総合事業における
　訪問型サービス
  〔ヘルパーの派遣〕（利用者数　2,293名）
◦訪問入浴介護事業 （利用者数　275名）
◦居宅介護支援事業
　〔ケアプランの作成〕
　（利用者数　7,143名）

【障害福祉サービス事業】
◦居宅介護事業 〔ヘルパーの派遣〕
　（利用者数　1,107名）
◦同行援護事業〔ガイドヘルパーの派遣〕
　 （利用者数　194名）
◦特定相談支援事業〔サービス利用計画作成〕
　（利用者数　1,160名）

【地域生活支援事業】
◦移動支援事業 〔ガイドヘルパーの派遣〕
　（利用者数　172名）
◦訪問入浴サービス事業 （利用者数　299名）

【受託事業】
◦介護予防支援事業
　（介護予防プラン受託作成数　1,831件）
◦要介護認定調査事業 （調査件数　7,027件）

▲福祉体験（車いす体験）

▲支え合い活動実践者養成研修（ステップアップ編）

のついている事業は共同募金配分金を一部財源としております。

▲災害ボランティアサポーター養成講座
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収入
687,961千円

経常経費補助金収入
107,003千円
（15.5％）

法人運営事業
136,065千円
（19.8％）

地域福祉推進事業
174,507千円
（25.4％）

在宅福祉
サービス事業
377,389千円
（54.8％）

A
BC

受託金収入
141,734千円
（20.6％）

介護保険事業収入
285,790千円
（41.5％）

障害福祉サービス等
事業収入
69,914千円
（10.2％）

支出
687,961千円

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おりますのでご覧下さい。

A 会費収入 28,784千円（4.2％）
B 寄附金収入 2,493千円（0.4％）
C その他の収入 52,243千円（7.6％）

　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30日から6月15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）

●福祉ボランティア基金へ
◦岐阜切手研究会・・・・・・・・・・・・ 1,400円

平成29年度資金収支決算報告

あたたかな心ありがとうございます

収入の部 支出の部
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〜誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指して〜

　岐阜市社会福祉協議会の財源には、会員会費、寄附金、共同募金配分金、補助金、受託金、介護保
険事業収入などがありますが、なかでも会員会費は地域福祉事業を推進していくうえで、最も重要な財
源となっています。皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

皆さまからの会費

地域住民

皆さまの会費はこのように活用されています。

地域福祉活動

住民参加

岐阜市
社会福祉
協議会

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。

岐阜市社協事業の実施（市全体）
各社協支部活動の実施（各地域）

社協会費の約30％は、岐阜市社会福祉協議会が
実施する市内全域を対象とした講座の開催や、ボ
ランティア活動推進事業等の財源として活用され
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
・出会いと学びの講座　など

社協支部活動 市社協活動
社協会費の約70％は、皆さまの地域にある市内
50の社会福祉協議会支部において、下記事業等
の地域福祉事業の財源として活用されています。
◦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

社協会費にご協力お願いします
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岐阜市ボランティアセンター＆ボランティア講座・交流会のご案内ボランティア

センターの役割
を

ご紹介！！

ボランティア交流会　対象者　市内でボランティア活動をしている方・したいと思っている方

岐阜市内で活動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／8月4日（土）13：00〜15：00
◎場所／みんなの森ぎふ メディアコスモス（岐阜市司町40-5）
◎内容／講演テーマ
　　　　「人と人をつなぐボランティア
　　　　 〜コミュニケーションのコツを学ぼう〜」
　　　　講師／山崎 清治　氏
◎参加費／無料
◎定員／40名
◎申込締切／7月26日（木）

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

ボランティアをしたいけど
どうしたらいいのかなぁ

ボランティア講座をうけたい
福祉教育などの出前講座を

してほしい ボランティア情報を知りたいなぁ

ボランティアさん同士で
交流したいなぁ

ボランティアさんに
お手伝いにきてほしいなぁ

ボランティアに関するお問い合わせ・相談、ボランティア交流会のお申し込みは
岐阜市社会福祉協議会の岐阜市ボランティアセンターへ！

TEL：255-5511　FAX：255-5512

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。

講師紹介
山崎 清治氏（やまさん）

やまさんの講演は体
験型です。毎日いろ
んな場所でいろんな
子どもや人と活動を
するやまさんならで
はの爆笑エピソード
が飛び出します。

ボランティアセンター
ってどんなところ？！
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岐阜市ボランティアセンター＆ボランティア講座・交流会のご案内ボランティア

センターの役割
を

ご紹介！！

ボランティア塾　対象者　市内在住・在学の小学4年生〜6年生

青少年ボランティアスクール　対象者　市内在住・在学の中・高校生

日　時 内　容 場　所

1
7月24日（火）
9：30〜12：00

◦オリエンテーション
◦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♪〜 岐阜市民福祉活動センター　

大会議室（岐阜市都通2-2）

2
7月25日（水）
9：30〜12：00

◦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！〜

◎定員／20名
◎申込締切／7月17日（火）

日　時 内　容 場　所

1
8月1日（水）　
9：30〜15：00

◦オリエンテーション
◦炊飯袋を使って炊き出し体験
◦防災講話
◦グループワーク

岐阜市民福祉活動センター　
大会議室（岐阜市都通2-2）

◎定員／20名
◎申込締切／7月23日（月）

◎お申し込み先　岐阜市ボランティアセンター　TEL 255-5511
　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。

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。

ボランティアに興味のある中学生、高校生の方を対象に、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、いつ起きるかわからない自然災害に
備えていざという時に役に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。

※参加は無料です。　※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

1日のみ参加も
大歓迎！

ボランティア塾・青少年ボランティアスクールのお申し込みについて
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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）

食べ応えのあるお菓子「マフィン」です。しっとりとした
生地の中にチョコクリーム・カスタードクリームが入って
います。是非一度ご賞味ください。

le lienマフィン   150円
【ル・リアン】

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

お子様から年配の方
まで安心して食べて
頂けるように、天然
ココナッツオイル・
天然着色料を使用し
ており、トランス脂
肪酸ゼロ・合成着色
料の不使用にこだわ
り作っています。

共同募金配分団体施設／特定非営利活動法人 障害者自立センター  つっかいぼう
共同募金配分事業／障害者の自立支援活動に使用する車輌更新事業

共同募金会岐阜市支会では、皆様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。

共同募金配分レポート

　つっかいぼうは、障がいがあってもなくても共に支えあいながら、
誰もが地域社会の中で自分らしく生きていくことができるよう、障
がい者にとっての自立の意味を問いながら、自分たちに必要なもの
を自分たちでつくりあげていくという姿勢を大切にしています。
　一方的に「してもらう」側の立場として見られがちな障がい者も
活動の担い手となり、また「してあげる」「してもらう」というので
なく、関わる人皆が当事者として同じ立場にあるという気持ちで様々
な活動をしている団体です。

〜 ありがとうメッセージ 〜
　このたび、共同募金配分金により更新した車輌は、車体の後ろからスロープを
出して、車いすのままスムーズに乗り降りできるようになっています。
　移送サービスや車いすを使用している障害当事者スタッフの送迎などに活用し、
障害のある方々の自立支援活動に大切に使わせていただいております。
　赤い羽根共同募金にご協力をいただきました、多くの皆様ありがとうございます。

ジェリーズポップコーン   150円
【笑顔グループ】
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◆お問い合わせ先
　中央センター
　TEL 255-5010

◆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
　総務課 総務係
　TEL 255-5511

成年後見制度　出前講座のご案内

車いすの貸出しを行っています。

職員等の募集のお知らせ

　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、本人を法律
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。

　岐阜市在住の方、もしくはその家族の方で一時的に車いすが必要な方に、無料貸出しを行っています。
貸出期間は、ご利用用途により必要な日数のみとします。ただし、最長1カ月とします。

★平成29年度実施状況…諏訪山福祉委員会、西川手地域サロン会等　計6回

◆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。

　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。
◆お問い合わせ先　地域福祉課　企画運営係　TEL 255-5511

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。
・普段は車いすを使用していないが、一時的に車いすが

必要になった方。
・「要介護1」以上の認定を受けている方については、日

常的な利用は対象外ですが、旅行等の一時的な利用で
あれば対象となります。

◆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。

◎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

◎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

1〜2日以上程度勤務できる方

◎福祉の店 「友＆愛」 店員 
・接客、レジ操作、商品管理等
・早番（午前9時45分〜午後3時

30分） と遅番（午後3時30分
〜午後9時15分） の二交代制
（365日営業）

・週2〜3日程度勤務できる方
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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。

保育士試験に合格したけれど、実務経験がない方！保育園等での就職前に、現場ですぐに役立つ実践力
を身に付けたい方！そんな方を対象に、実践研修を実施します！ぜひ、この機会にご参加ください！

介護予防教室のご案内

①健康体操教室 〜今日からはじめる 健康づくり〜
◦日程・内容（5回連続コース）

日　程 内　容
10月24日㈬ 体力に自信のない方

運動をはじめたい方にお勧めです。
　・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

11月  7日㈬
11月14日㈬
11月21日㈬
11月28日㈬

◦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）
◦参加費　無料　　　◦申込締切　10月3日（水）

④男のいきいき教室
◦日程・内容（3回連続コース）

日　程 内　容
10月  9日㈫ メンズ歌サミット〜懐メロと脳トレと笑いの融合〜
10月16日㈫ 元気・いきいき長寿の秘訣！！（食生活編）
10月23日㈫ 免疫力アップ！自分でできるリンパマッサージ

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 時　間 申込締切
  8月  8日㈬ 健康寿命アップ！のためのレク・脳トレ・大道芸 午前10時〜11時30分 7月23日㈪
  8月31日㈮ フラダンスで足腰を元気に！ 午後  1時30分〜  3時 8月10日㈮
  9月  4日㈫ 歌って　笑って　こころ元気に 午前10時〜11時30分 8月14日㈫
10月17日㈬ ホッとひと息　癒される秋の寄せ植え 午後  1時30分〜  3時 9月26日㈬

⑤介護予防教室 〜ケアハウスにて〜
◦日程・内容（単発）

日　程 内　容 時　間 場　所
  7月24日㈫ イスに座って　楽らく体操 午後  2時〜  3時30分 大洞岐協苑（大洞3丁目3－1）
  9月  6日㈭ 昭和のなつかしい歌を　みんなでうたおう 午前10時〜11時30分 サンライフ彦坂（彦坂川北230）
  9月26日㈬ 免疫力アップ！自分でできるリンパマッサージ 午後  2時〜  3時30分 やすらぎの里川部苑（川部3丁目20）
10月  5日㈮ 昭和のなつかしい歌を　みんなでうたおう 午後  2時〜  3時30分 ささゆり（北山1丁目15－25）

②転倒予防教室 〜筋力アップで 転倒を防ぐ〜
◦日程・内容（3回連続コース）

日　程 内　容
10月19日㈮ イスに座って　楽らく体操
11月  2日㈮ ゆったりヨガで　心も体もリフレッシュ！
11月16日㈮ 音楽に合わせて　筋力アップ！

◦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）
◦参 加 費　無料
◦申込締切　9月28日（金）

◦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）
◦参 加 費　無料
◦申込締切　9月18日（火）

◦場　所　いずれも岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）　　◦参加費　無料

◦参加費　無料　　◦申込締切　各開催日の1週間前まで

男性だけを対象にした教室を企画しました！ あ
な
た
の
ご
参
加
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

　　　平成30年度 保育士試験合格者のための研修のご案内

◆岐阜地区 ： 9月20日㈭ ひきえ子ども園（岐阜市）
◆岐阜地区 ： 9月25日㈫ 蘇原保育所（各務原市）
◆岐阜地区 ： 9月27日㈭ 岐南さくら保育園（岐南町）
◆中濃地区 ： 9月26日㈬ 古井第一保育園（美濃加茂市）
◆東濃地区 ： 10月 2日㈫ さくら保育園（中津川市）

研修時間　午前9時〜12時30分

詳しくは、岐阜県保育研究協議会 事務局 森まで
お気軽にお問い合わせください。
TEL　273－1111（内線2517）

県社協から
のお知らせ
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掲載広告募集中!
岐阜市社会福祉協議会では、広報誌「社協だより」及びホーム
ページに掲載する広告を募集しています。掲載を希望される
場合は、下記までお問い合わせください。詳細については、
本会ホームページでもご覧いただけます。

●お問い合わせ先
　総務課　総務係　TEL 255-5511

●広報誌「社協だより」の広告について
①発 行 日：4月15日、7月1日、9月15日、1月15日
②発行部数：130,000部　市内各戸配布
③大 き さ：縦4㎝×横8.5㎝（この枠の大きさです。）
④掲 載 料：1枠10,000円／回
⑤申込期限：発行日の２か月前までにお申し込みください。
　　　　　　広告はデータにて入稿してください。
※その他の詳細については、お問い合わせください。

　要介護者の介護にあたっている家族及び地域において見守りその他の支
援を行っている方に対し、家族介護教室を開催します。

　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。（利用の予約は2か月先までできます。）

◦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。

家族介護教室のご案内

◦対　　象　　　介護予防教室…市内在住の65歳以上の方
 （①健康体操教室・②転倒予防教室・④男のいきいき教室は、できるだけ全回出席できる方）
　　　　　　　　家族介護教室…65歳以上の方を介護している岐阜市内在住のご家族及び地域において65歳以上
 の方の見守りその他の支援を行っている方
◦定　　員　　　各回30名 ※ただし④男のいきいき教室と⑤介護予防教室〜ケアハウスにて〜については
 　定員20名とします。
◦お申し込み方法　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

相談日時／毎週水曜日（祝日を除く）
 午後１時〜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。

相談日時／毎週月曜日から金曜日
　　　　　　　　　　　　　　　　（祝日を除く）

 午前9時〜5時
お問い合わせ先／TEL　252-666１

家庭での困りごとや心配ごとなど

日常生活自立支援に関する相談

日　程 内　容 時　間 申込締切

9月28日㈮ ハンドケアで癒しのひと時を 午前10時〜11時30分 9月  7日㈮

◦場　　所　　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）　　◦参加費　無料

福祉活動に活用できる会議室があります。

岐阜市社会福祉協議会事務所のご案内
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）

北部センター 南部センター

社協柳津支所・柳津センター 訪問入浴サービス事業所

〒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）／TEL255-5010・FAX255-5011
Eメール　office@gifushi-shakyo.or.jp
HPアドレス　http://www.gifushi-shakyo.or.jp

〒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

〒500-8268
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

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

〒500-8887
岐阜市西野町六丁目北町9番地2
TEL 215-1905・FAX 215-1906
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藍川支部
ふれあい・
いきいきサロン

西郷支部
形野・中北ふれあい
いきいきサロン

日野支部
P・P・K

三里支部
ふれあい・
いきいきサロン

方県支部
ふれあい・
いきいきサロン

則武支部
いきいきサロン

長森南支部
高田
おしゃべりサロン

市橋支部
今嶺サロン

●開催日／
４月から１１月まで
月1回開催

●開催場所／
　大蔵台公民館

●開催日／
　年6回開催
●開催場所／
　寿楽苑
　（藤棚付近）

●開催日／
　毎月第2木曜日
●開催場所／
　日野公民館

●開催日／
　毎月第4金曜日
●開催場所／
　三里公民館

●開催日／
　不定期
●開催場所／
　上安食公民館

●開催日／
　年6回開催
●開催場所／
　則武公民館

●開催日／
　毎月第1・3月曜日
●開催場所／
　高田公民館

●開催日／
　毎月第4火曜日
●開催場所／
　今嶺公民館

かぶとを被ってニッコリ！
手が覚えているとはこの事、思い出しながら折ることができました。

施設の入居者様と一緒に花見サロンコンサートを行いました。
藤花の下でオカリナやクラリネットの音色を楽しみました。

毎回、サロンの終わりは円になり、脳トレやちょっとした体操に取り
組んでいます。

落語を聴いて楽しみます。皆さん、笑ったり、落ちを考えたり、流暢
な話し方で物語の世界に引き込まれました。

ハガキ大の日本トランプでババ抜きを楽しみました。
男性陣も、盛り上がりました。

粋に生きるあなたのパートナー！ 則武サロンが行われました。
骨密度測定会と老いないための食生活について学びました。

住民の声により昨年度立ち上がったサロンです。挽きたてのコー
ヒーを飲みながらおしゃべりを楽しみます。

サロンスタッフの方のギター弾き語りです。アコースティックギ
ターの音色に合わせて合唱し盛り上がりました。

　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。
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