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「天使がこの世に降り立てば」

10月25日（木）
平成30年

○開場　午後１時
○開会　午後１時30分
岐阜市民会館　大ホール
（岐阜市美江寺町２丁目６番地）
※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。
☆手話通訳・要約筆記あります。
　皆さまのご来場お待ちしています！

岐阜市民福祉大会を開催します !

第40回

記念講演

【講　演】金澤 泰子 氏（書家）
【席上揮毫】金澤 翔子 氏（書家）

き  ごう

※席上揮毫・・・書の実演

入場
無料

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

徹明支部
健康セミナー

茜部支部
茜部健康サロン

長良東支部
あすなろサロン

岩野田北支部
ふれあい・
いきいきサロン

木之本支部
ふれあい・
いきいきサロン

日置江支部
次木サロン

長良支部
ふれあい・
いきいきサロン

常磐支部
中野東ふれあい・
いきいきサロン

●開催日／
偶数月第2水曜日

●開催場所／
　徹明公民館

●開催日／
　毎月第2火曜日
●開催場所／
　茜部公民館

●開催日／
　毎月第3火曜日
　（1月はお休み）
●開催場所／
　次木公民館

●開催日／
　年5回開催
●開催場所／
　松籟集会所

●開催日／
　毎月第3水曜日
●開催場所／
　岩野田北公民館

●開催日／
　毎月第4水曜日
●開催場所／
　木之本公民館

●開催日／
　年6回開催
●開催場所／
　長良天神神社
　参集殿

●開催日／
　年4回開催
●開催場所／
　中野公民館

講師の方に来ていただき、椅子に座ってできる健康体操で、楽しく
身体を動かしています。

食生活改善推進協議会の皆さまの協力で、災害時の「食」を考える
をテーマに試食を交えてお話いただきました。

手の平の大きさの「思いでカルタ」を楽しみました。曲の前半が読
み札、後半が絵入りの取り札です。札が取れたら皆で大合唱。

岩野田北公民館共催の講座として地域包括支援センターの「健康
づくりと介護予防」が行われました。

骨密度測定に骨の健康についてのお話、筋肉トレーニングと、楽し
く健康づくりを行いました。

きれいな石を使ったマンカラで楽しみました。自分の陣地の石をなく
すため、お互いに試行錯誤して競い合い、脳の活性化にもなりました。

長良公民館の建て替えにより、今年度のサロンは神社に場所を移して開催
しています。金管楽器やアコースティックギターの音色に酔いしれました。

音楽療法士の先生による、なつかしい歌の合唱や、ゴムを使用した
指の運動などで、楽しく健康づくりをしました。

　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。

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。
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第40回 岐阜市民福祉大会
　今年も岐阜市と共催で、岐阜市民福祉大会を開催します。
　岐阜市民福祉大会では、長年にわたり地域で社会福祉事業に積極的な活動をされた方々や福祉関係
者の表彰のほか、社会福祉活動にご協力いただいた方々へ感謝状の贈呈を行います。
　また、記念講演として書家の金澤泰子さん、金澤翔子さんの講演を行います。ぜひご来場ください。

1　主催者あいさつ
2　市長表彰
3　市社協会長表彰・感謝
　　【表彰】	 ■市社協役職員
	 ■社協支部役員
	 ■社会福祉施設役職員
	 ■福祉ボランティア個人・団体
　　【感謝】	 ■社会福祉事業協助者個人・団体
	 ■特別会員（法人）
	 ■賛助会員（法人）
4　来賓祝辞
5　記念講演
　　【講師】	 金澤　泰子　氏（書家）
	 金澤　翔子　氏（書家）
　　【テーマ】「天使がこの世に降り立てば」

　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）
　6月16日から8月23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

●福祉ボランティア基金へ

あたたかな心ありがとうございます。

手話通訳・
要約筆記あり入場無料

平成30年10月25日（木）
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）

日　時

場　所

　※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。

・加藤　能里子・・・・・・ 1,000,000円
・後藤　和長・・・・・・・・ 30,000円
・株式会社美濃庄・・・・・・ 12,055円
・岐阜切手研究会・・・・・・・ 1,200円

ダウン症の書家・金澤翔子氏による
席上揮

きごう

毫（書の実演）と、母・金澤
泰子氏の講演を行います。

金澤泰子：1943年生まれ、明治大学
卒業。金澤翔子の母。
書家　柳田流家元に師事。
1990年、東京に書道教室を開設。
著書に「心は天につながっている」、
「天使の正体」等、多数出版。
久が原書道教室主宰。東京芸術大学
評議員。日本福祉大学客員教授。

金澤翔子：1985年生まれ。
5歳から母の師事で書を始める。
20歳のときに銀座書廊で初の個展開
催。
その後、建長寺、東大寺、伊勢神宮や、
ニューヨーク、チェコ等で個展を開催。
NHK大河ドラマ「平清盛」揮毫。国
体の開会式や天皇の御製を揮毫。紺
綬褒章受章。
日本福祉大学客員准教授。文部科学
省スペシャルサポート大使。

記念講演講師プロフィール

▲昨年の表彰の様子
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「災害ボランティアセンター」ってなに？

ふだんからの　地域のつながりが大切です

災害ボランティアセンターとは
　地震や風水害などの災害発生時には、被災地内外から支援に
かけつけるボランティアの力が、被災地の復旧・復興のために欠
かせない大きな力となっています。
　「災害ボランティアセンター」は、「被災住民ニーズ」と「被災
地内外ボランティア」をつなぐ役割を持ち、災害発生時に活動す
るボランティアの活動拠点となります。

何をするところ？
・各地区の被災状況収集（被災住民ニーズ）
・災害ボランティア募集などの情報発信
・災害ボランティア受付
・被災住民のニーズに基づき災害ボランティアの調整

　いつ起こるかわからない
災害では、自分の身は自分で
守る「自助」、地域や身近に
いる人同士助け合う「共助」
が、災害時に大きな役割を果
たします。
　「自助」があっての「共助」
です。ふだんからの近所同士
のつながりや地域の行事など
への参加は、「自助」にも「共
助」にもつながります。

　岐阜市において、災害により甚大な被害があり、ボランティアによる支援が必要な場合、関係機関と
協議し、岐阜市社会福祉協議会が「災害ボランティアセンター」を設置・運営します。

「災害ボランティアセンター」設置時、
　　　地域の皆さまにご協力いただきたいこと
大規模災害発生時は、地元の地理など事情を知っている方が一人でも多く必要です！
　そこで・・・・ 地域の皆さまにも設置・運営にご協力をお願いする
・ 場合もあります。
　例えば・・・・ ・センター運営に向けての準備、設置
・ ・センター運営スタッフ
・ ・活動場所までのボランティアの案内、送迎
・ ・ボランティア活動に必要な資材の運搬
・ ・被災者の困りごとの情報収集やセンターの周知　など

いざという時の
予備知識！！

　「社協」は「地域の皆さん」と災害に備えます！

ふだんからお互いに声をかけあう

いざという時、助け合える

ご近所で炊き出しの訓練 支え合いマップづくり

ふれあい・いきいきサロン

こんな人たちが、

災害ボランティア活動をしています

▲災害ボランティアセンター運営訓練の様子
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○施設のスペースを活用した子どもの居場所づくり

○企業の会場提供及び活動協力から生まれた集いの場

○施設のスペースを活用した集いの場

青春サポーター「よつば」

〈市橋支部〉薮田いきいきサロン（ふれあい・いきいきサロン）

〈加納西支部〉カフェ加納西（地域交流カフェ）

〈白山支部〉ほほ笑みサロン（ふれあい・いきいきサロン）

施設・企業との協働で地域 福祉活動が進んでいます

　白山地区には住民が気軽に集まれる拠点が少ない
という課題がありました。そこで、福祉施設が多数
あるという白山地区の強みを活かし、合同会社和流
と社会福祉法人瑞鳳会と地域住民の協議のうえ、４
月から新たに２施設でサロンを開催しています。（１０
月よりさらに１施設増える予定。）
　これにより、公民館まで来られない方が近くの施
設で開催されているサロンに参加できるようになり
ました。

　地域と子どもたちをつなげるため、岐阜市母子寡
婦福祉連合会とともに、“子どもの居場所づくり”と
して学習支援や交流による安心できる居場所づくり
を目的に事業を進めていたところ、地域内にある社
会福祉法人岐阜老人ホームより施設のスペースの活
用をご提案いただき、三者による協働が実現しました。
　三者それぞれが何ができるかを考え、チラシの作
成や案内看板の作成、参加者の声かけやボランティ
ア募集などを行っています。

開催日 ：毎週火曜日
時　間 ： 午後５時１５分〜８時３０分
　　　（小学生は７時３０分まで）
場　所：岐阜老人ホーム喫茶室及びホール

開催日：奇数月第3水曜日
時　間：午後１時３０分〜３時００分
場　所：ナーシングケア加納丸の内ホール

開催日：①毎月第２火曜日
　　　　②毎月第４木曜日
時　間：午後１時３０分〜２時４５分
場　所：①デイサービスセンターせせらぎ
　　　　②ハートステージ鳳

開催日：毎月第2水曜日　
時　間：午前９時３０分〜１１時００分
場　所：大和ハウス工業株式会社岐阜支社
 コミュニティルーム

　大和ハウス工業株式会社の地域共生活動の一環で、コミュニティ
ルームを使わせていただき、高齢者の方の閉じこもり予防、健康維
持、増進並びに子どもとの交流の場として、サロンを開催しています。

　特別養護老人ホームの地域交流スペースを
活用し、地域住民と入居者の交流を進め、両
者が活躍できる居場所をつくるための活動とし
て「カフェ加納西」を開催しています。前回
のカフェでは加納高校の生徒さんたちに来てい
ただき、ハンドベルやヴァイオリン演奏、オペ
ラなど美しい音色を披露されて、来場した方々
の心を癒していました。

社会福祉協議会としてもこのような取り組みを推進していきます。
地域・施設・企業の協働に関して興味がある方は、
地域福祉課　地域支援係（TEL 255-5511）までお問い合わせください。

このような取り組みをされている地域が
ございましたら、情報をお寄せください。

地域課題が多様化・複合化するなか、地域のつながりや、既存のサービス・制度だけでは解決できない課題 が存在します。
その課題を解決するべく、住民相互の支え合いのさらなる推進や地域に存在する社会資源を活用した支援、 協働による取り組みが求められています。
今回、市内で岐阜市社会福祉協議会や地域住民と、施設や企業とが協働して取り組む社会資源を活用した地 域福祉活動を紹介いたします。
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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～

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

〜 さまざまな募金活動へのご協力 〜

共同募金
目 標 額
【岐阜市支会】58,182,200円

実施期間

10月1日〜

12月31日

戸別募金 地域の自治会（各家庭）に呼びかける募金です。

職域募金 企業等で働いている方に呼びかける募金です。

法人募金 法人の社会貢献として呼びかける募金です。

街頭募金 ボランティアが街頭に立って呼びかける募金です。

〜 寄附する人も、
　　  募る人もボランティア 〜
街頭募金ボランティア参加者募集！
　共同募金会岐阜市支会では、今年も
街頭募金を行います。
　下記の日程で、街頭募金のボランティ
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
共同募金会岐阜市支会までご連絡くだ
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。

★と き 10月1日（月）、6日（土）、7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。

募金箱による募金
　お店などに協力いだたき募金箱を
設置しています。

★学生さんも

　　大活躍★

身近なところでご協力ください

赤い羽根カプセル募金箱
　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」などが出てき
ます。なにが出る
かはお楽しみ！地
域のイベントにも
貸出しています。

自動販売機による募金
　赤い羽根マークの
付いた自動販売機で
購入することで、売
り上げの一部が募金
されるしくみです。

▲昨年（JR岐阜駅）の様子
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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～

※
答
え
は
11
ペ
ー
ジ

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

「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♪

58,182,200円
赤い羽根って？！
1 自分の住んでいる町を良くするための募

金です。
2 「ボランティア活動」や「お年寄り、障がい

のある人」などの支援に役立てられます。
3 災害のときは、「災害ボランティアセン

ター」の運営に使われます。 ・
　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回の共
同募金運動ではおよそ6億円の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。
　皆さまからよせられた募金は、「社会福祉法」に定め
られた地域福祉の推進を目的に、「じぶんの町を良くする
しくみ」として様々な地域の課題解決に取り組む福祉活
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。

※平成30年度　赤い羽根共同募金のポスターです。

愛ちゃん 希望くん
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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。

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、利用者の方を定期的に訪問し、預金の出し入れなどのお手伝いをします。

くらしのあんしん
おてつだい

生活福祉資金「教育支援資金」貸付のご案内
　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。
◆教育支援資金の種類

◆貸付利子　　無利子

◆貸付条件

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。

岐阜市福祉サービス利用支援センター　TEL・252-6661　FAX・255-5512

借入に関するご相談は、生活相談係（TEL・255-5511）又はお住まいの地域の民生委員にご相談ください。

※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。

※市内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。

ご存知ですか？日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業とは・・・

誰が支援してくれるの？

日常生活自立支援事業でお手伝いできる主な内容

利用料

利用料

利用料

お問い合わせ先

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

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

卒業までの最短期間
※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

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。
福祉サービスに関する相談や情報
提供、手続きのお手伝い、福祉
サービスへの苦情解決制度利用の
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。

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。
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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、どの商品も心を込めて作っています。ぜひお立ち寄りください。
（表示価格は税込みです）

ガレットココ   200円
【長良ひまわり社】

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

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

北海道産のあずきを
使用した食べきりサ
イズのつぶあん（25g
×10袋）です。トー
ストやスイーツに、
ちょっと使いたいとき
に美味しくお手軽な
「ちょこっとあんこ」
です。

ココナッツ好きに
はたまらない！
ココナッツとアー
モンドをふんだん
に使ったコーヒー
にぴったりの香り
豊かなクッキーで
す。

ちょこっとあんこ   500円
【第二いぶき】

▪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。
　T E L 　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
　　ご利用ください。

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
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

▲中会議室 ▲センター案内図

2018 No.161 9



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。

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。

介護予防教室のご案内

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認知症予防教室・②五感健康法教室は、できるだけ全回出席できる方）
　　　　　　　　家族介護教室…65歳以上の方の介護を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おこなっている方
◦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。

①認知症予防教室 〜簡単予防で 脳スッキリ〜
◦日程・内容（5回連続コース）
日　程 内　容

11月12日㈪
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19日㈪
11月26日㈪
12月・・3日㈪
12月10日㈪
◦時　間　午前10時〜11時30分　◦定　員　30名
◦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22日（月）

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 場　所 申込締切

11月・・5日㈪ 縮みをほぐし　ゆるみを引き締め
歪みを整えよう 午後1時30分〜3時 岐阜市民福祉活動センター

（都通2-2）
10月15日㈪

12月14日㈮ 音楽で　頭も心も　リフレッシュ！ 午前10時〜11時30分 10月26日㈮

④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 申込締切

11月14日㈬ 音楽に合わせて筋力アップ！ 午後2時〜3時30分 さくら苑（奥2丁目28-1） 10月31日㈬
11月20日㈫ フラダンスで足腰を元気に 午後2時〜3時30分 エトワールずいこう（奥1丁目95） 11月・・6日㈫

◦日程・内容（単発）
日　程 内　容 時　間 場　所 申込締切

11月・・7日㈬ 認知症を正しく学びましょう！ 午後1時30分〜3時 岐阜市民福祉活動センター（都通2-2） 10月17日㈬
◦定　員　30名　　◦参加費　無料

②五感健康法教室 〜五感を刺激し、健康に〜
◦日程・内容（5回連続コース）
日　程 内　容

11月13日㈫ 音楽に触れてリフレッシュ！感覚を刺激しよう
11月20日㈫ 免疫力アップ！自分でできる　リンパマッサージ
11月27日㈫ 元気いきいき長寿の秘訣！！〜食生活編〜
12月・・4日㈫ 足から元気になろう！
12月11日㈫ 寒さに負けず咲く花の寄せ植え
◦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　　◦申込締切　10月23日（火）
◦参 加 費　5回目（12月11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。

◦定　員　30名　　◦参加費　無料

◦定　員　20名　　◦参加費　無料

お申し込みについて
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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

地域福祉活動を支援してくださる

広告主様を募集しています。

地域福祉活動を支援してくださる

広告主様を募集しています。

鍵屋
バス停

柳
ヶ
瀬

徹明町通り

若宮町通り

徹明通6丁目バス停
千手堂

都
通
り

福
祉
セ
ン
タ
ー

保
健
所
前
バ
ス
停

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

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。

家庭での困りごとや
心配ごとなど

◆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

職員等の募集のお知らせ
◎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）
◆運転手（要普通自動車免許）
・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

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）
〒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

◦台の上のネコ　◦三角コーンの色　◦愛ちゃんのまつげの数・
◦ポニーテールの女の子の影　◦右下の男の子の帽子の形・
◦右上の先生のネクタイ　◦希望くんの口

7ページの「まちがいさがし」の答え

2018 No.161 11



社協支部活動
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〒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
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発行日◇平成30年9月15日

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

「天使がこの世に降り立てば」

10月25日（木）
平成30年

○開場　午後１時
○開会　午後１時30分
岐阜市民会館　大ホール
（岐阜市美江寺町２丁目６番地）
※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。
☆手話通訳・要約筆記あります。
　皆さまのご来場お待ちしています！

岐阜市民福祉大会を開催します !

第40回

記念講演

【講　演】金澤 泰子 氏（書家）
【席上揮毫】金澤 翔子 氏（書家）

き  ごう

※席上揮毫・・・書の実演

入場
無料

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

徹明支部
健康セミナー

茜部支部
茜部健康サロン

長良東支部
あすなろサロン

岩野田北支部
ふれあい・
いきいきサロン

木之本支部
ふれあい・
いきいきサロン

日置江支部
次木サロン

長良支部
ふれあい・
いきいきサロン

常磐支部
中野東ふれあい・
いきいきサロン

●開催日／
偶数月第2水曜日

●開催場所／
　徹明公民館

●開催日／
　毎月第2火曜日
●開催場所／
　茜部公民館

●開催日／
　毎月第3火曜日
　（1月はお休み）
●開催場所／
　次木公民館

●開催日／
　年5回開催
●開催場所／
　松籟集会所

●開催日／
　毎月第3水曜日
●開催場所／
　岩野田北公民館

●開催日／
　毎月第4水曜日
●開催場所／
　木之本公民館

●開催日／
　年6回開催
●開催場所／
　長良天神神社
　参集殿

●開催日／
　年4回開催
●開催場所／
　中野公民館

講師の方に来ていただき、椅子に座ってできる健康体操で、楽しく
身体を動かしています。

食生活改善推進協議会の皆さまの協力で、災害時の「食」を考える
をテーマに試食を交えてお話いただきました。

手の平の大きさの「思いでカルタ」を楽しみました。曲の前半が読
み札、後半が絵入りの取り札です。札が取れたら皆で大合唱。

岩野田北公民館共催の講座として地域包括支援センターの「健康
づくりと介護予防」が行われました。

骨密度測定に骨の健康についてのお話、筋肉トレーニングと、楽し
く健康づくりを行いました。

きれいな石を使ったマンカラで楽しみました。自分の陣地の石をなく
すため、お互いに試行錯誤して競い合い、脳の活性化にもなりました。

長良公民館の建て替えにより、今年度のサロンは神社に場所を移して開催
しています。金管楽器やアコースティックギターの音色に酔いしれました。

音楽療法士の先生による、なつかしい歌の合唱や、ゴムを使用した
指の運動などで、楽しく健康づくりをしました。

　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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