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あけまし
ておめでとうございます

本年もよ
ろしくお願いいたします

岐阜市社協は“地域共生社会”の実現に
向けて

地域福祉活動を推進しています
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▲昨年10月25日に開催した岐阜市民福祉大会において
　書家の金澤翔子さんが揮毫パフォーマンスで書かれた書です。（詳しくは4ページをご覧ください。）



謹賀
新年

　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、５０の社協支部を中心として行われる、高齢者や子育
て中の親子を対象としたサロン、福祉委員の推進や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等に活用
させていただきます。

　皆さまにおかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　また、旧年中は、本会事業推進に温かいご支援とご協力を賜り、厚くお礼申
し上げます。
　さて、今日、少子・高齢社会や人口減少社会が急速に進展し、家族内の見守
りや地域における人と人とのつながりの希薄化を起因として、様々な生活課題
や福祉ニーズが発生しています。中でも、介護予防・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、地域住民による助け合いのしくみづくりが
いっそう求められています。
　このような中、本会では、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の社協支部とともに、地域ごとの課題を解決していくため
の中・長期的な計画となる「地区地域福祉活動計画」づくりを進めながら、市
民相互の支え合い活動や、地域における新たな活動拠点づくりなどを推進して
おります。
　また、2019年度は当該計画の最終年度にあたることから、進捗状況を踏まえ
て、次期「岐阜市地域福祉活動計画」の策定に取り組んでまいります。
　今後も、市民の皆さまをはじめ、行政などの関係機関や団体、法人との連携
を図り、地域の福祉力の向上に努めてまいりますので、引き続きのご支援とご
協力を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに、皆さまのますますのご健勝とご多幸を心より祈念申し上げ、新年の
挨拶といたします。

会費のお礼及び実績報告

社協会費に
ご協力いただき
ありがとうございました！

会費の主なつかいみち

社会福祉法人
岐阜市社会福祉協議会

会 長　神田 定夫

　本会が実施する福祉事業に対し、多くの
皆さまにご賛同いただきまして、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。

普通会費	 20,973,600円
特別会費（個人）	 2,613,800円
特別会費（法人）	 2,516,000円
施設・団体会費	 390,000円
賛助会費	 594,000円

社協会費総額

（平成30年12月18日現在）

27,087,400円
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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。

5口 1口 1口 1口
医療法人社団慈朋会澤田病院 株式会社丸高果実 加藤眼科 森実木材工業有限会社

株式会社忠南製作所 昭和コンクリート工業株式会社 株式会社下平
3口 円龍寺 日本通運株式会社岐阜支店 瓶寅建材株式会社
朝日大学病院 株式会社吉むら名産店 株式会社大山工業所 かわごえクリニック

有限会社魚松 龍正寺 株式会社電算システム
2口 大野仏壇総本店 朝日大学PDI岐阜歯科診療所 ハートランス株式会社
中日技研株式会社 きしもと イギン株式会社 一般社団法人ぎふ綜合健診センター
岐阜なずな学園 株式会社ダブル・エディション 餃子の王将千手堂店 岐阜北建設株式会社
操外科病院 株式会社川甚 株式会社T.S.C 大前医院
株式会社戸羽新 岐阜商工信用組合 株式会社ライダース・パブリシティ 山口精機工業株式会社
福山通運株式会社岐阜支店 株式会社松英組 台湾料理本味軒 鵜飼不動産株式会社
医療法人社団尚英会	岐阜南病院 弁護士法人森川・鈴木法律事務所 仲谷住宅株式会社 岐阜掛軸株式会社
大洋紡績株式会社 セコム株式会社中部本部岐阜支社 高橋建装 株式会社洞田製作所

株式会社ヤツウメ ホワイト餃子岐阜店 中日本防水株式会社
1口 丸宮歯科 株式会社市川工務店 岐阜信号施設株式会社
株式会社浅野鉄工所 株式会社大垣共立銀行岐阜支店 学校法人加納学園こばと幼稚園 有限会社丸豊藤吉組
株式会社クボタ 株式会社大垣共立銀行岐阜駅前支店 栃井建設工業株式会社 不破クリニック
岐阜観光索道株式会社 ブリヂストンはぎの株式会社 八創建設株式会社 中村歯科医院
亀甲屋本舗有限会社 岐阜スズキ販売株式会社 株式会社大倉建築工業 松田歯科医院
合名会社合羽屋葬具店 株式会社竹中スポーツ 天一株式会社 岐阜女子大学
小畑ポンプ工業株式会社 株式会社不破 山口鋼業株式会社 有限会社安寿花咲小町
株式会社十八楼 株式会社戸澤商店 医療法人社団いちだクリニック 株式会社交成
株式会社ケミック 有限会社エフ・ステージ 岐阜電材株式会社 株式会社春近製作所
川出医院 野口産業株式会社 公益社団法人岐阜病院 有限会社中村土木
株式会社相宮工務店 秋田歯科 社会福祉法人舟伏 株式会社藤吉鉄工所
玉井屋本舗 伊東内科クリニック 藤沢工業株式会社 小川薬局
日建ヘルスメディカル株式会社 松岡整形外科・内科・リハビリテーション 社会福祉法人岐阜老人ホーム 岐阜流通センター協同組合連合会
株式会社ホテルパーク ウスイ消防株式会社 社会福祉法人岐協福祉会日野岐協苑 株式会社岐阜新聞社
八百重製粉株式会社 株式会社大洞堂 株式会社木の国 株式会社十六銀行岐阜市役所支店
株式会社河合銘木店 岐阜日石株式会社 有限会社小関商店 株式会社正気屋
株式会社宮嶋商店 下野機械株式会社 岐阜市内郵便局 富士ゼロックス岐阜株式会社
萬松館 棚橋耳鼻咽喉科 医療法人ごとう整形外科 エヌアイ通信工業株式会社
菊花堂 東栄電業株式会社 酒井電気工事株式会社 安田株式会社
医療法人ザ・ライフ国島歯科 ながよ皮膚科クリニック 税理士法人戸田会計 戸島工業株式会社
酒井印刷 株式会社中野新聞舗 崇福寺 羽柴鋼業株式会社
楽座接骨院 株式会社日本タクシー 株式会社大一プリント 株式会社安部日鋼工業
株式会社浅野商店 山田メディカルクリニック 株式会社太平洋久世製作所 大東株式会社
山兼株式会社 株式会社清水スタジオ 竹村歯科医院 東邦ガス株式会社岐阜営業所
善光寺 株式会社イシイ 土本建設株式会社 日本蜂蜜株式会社
伊奈波神社 東海労働金庫岐阜支店 中川会計事務所 一般社団法人岐阜自家用自動車組合
石山泌尿器科皮膚科 株式会社伊藤食品 長良川スポーツプラザ	レストラン杏 日本ガード株式会社
いなば内科 小島内科クリニック 長良皮膚科 株式会社津島建材
角田接骨院 藤沢酒店株式会社 花屋のすぎやま 株式会社ナイスワーク
株式会社麸兵 瓶由株式会社 株式会社洋文社 岐阜交通株式会社
髙佳会 丸陸運送合資会社 米本歯科医院 名光電気工事株式会社
特許業務法人オンダ国際特許事務所 特種東海製紙株式会社岐阜工場 株式会社ローブ 伏屋社会保険労務士事務所
株式会社オゼキ 岡田内科 株式会社後藤塗装 松村工業株式会社
有限会社宮本仏壇店 加納内科リウマチ科・糖尿病内科クリニック 吉田歯科 中日本クリーナー株式会社
株式会社松原喜八総本場 よしだファミリークリニック 株式会社平成調剤薬局 玉田建設株式会社
中部電力株式会社 石川内科クリニック 波多野泌尿器科皮ふ科医院 協同組合岐阜給食センター
かき松 アピス薬局 岩砂歯科クリニック 株式会社コームラ
大野大佛堂 株式会社大島商会 高木医院 大建設計株式会社
株式会社野々村葬儀社 株式会社昭和電機 合資会社イング 田中社寺株式会社
高牟礼耳鼻咽喉科 医療法人慶睦会千手堂病院 長良西自治会連合会 サンメッセ株式会社
杉山内科胃腸科クリニック 有限会社千手堂野々村葬祭 朝日設備工業株式会社 株式会社ビージーエステート
共和印刷株式会社 山一電気株式会社 医療法人社団登豊会近石病院 みずほ証券株式会社岐阜支店
中島佛檀佛具店 株式会社若原工機 アジア原紙株式会社 特別養護老人ホーム養生訓園
有限会社更科 矢島建設興業株式会社 丸栄石油株式会社 あおぞらデイサービスセンター忠節店
髙橋産婦人科 株式会社山弘なまずや分店 近藤ゆか耳鼻咽喉科 社会福祉法人日本児童育成園
鶯谷中学・高等学校 十星商事株式会社 割烹さわだ つばさの会おおぞら
株式会社丸岐林サービス 岐阜贈答株式会社 医療法人芳潤会棚橋内科 （順不同・敬称略）
杉浦紙工株式会社 株式会社堀建材店 デイサービスゆうらく
株式会社梅田商店 医療法人社団ともいき会小牧内科クリニック 有限会社長谷川興業 合計256口、243特別会員
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第40回岐阜市民福祉大会を開催しました。
昨年10月25日に、岐阜市民会館において、岐阜市と共催で第40回岐阜市民福祉大会を開催しました。

　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）
　平成30年8月24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おります。（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	・・・・ 500,000円
　・ユニー株式会社“小さな善意で大きな愛の輪”運動
　　ピアゴ鶉店　店長　伴　聡	・・・・・・・・・・ 31,017円
　・須山　誠治	・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円
　・桑原　衛	・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,000円
　・中山　國雄	・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
　・安藤　公雄	・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,000円
●福祉ボランティア基金へ
　・岐阜切手研究会	・・・・・・・・・・・・・・・ 3,800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。

◆市社協会長表彰状・感謝状の贈呈
　下記のとおり表彰・感謝を行いました。
【表彰】市社協役員5名、社協支部役員19名、社会福祉施設役

職員・市社協職員26名、福祉ボランティア11名・1団体
【感謝】社会福祉事業協助者5団体、特別会員（法人）10法人、

賛助会員5法人
　表彰・感謝を受けられた皆さま、誠におめでとうございます。

◆金澤泰子さん・翔子さんによる記念講演
　翔子さんより「共に生きる」という力強い揮毫を披露していた
だいた後、泰子さんに「天使がこの世に降り立てば」と題して、
翔子さんが生まれてからこれまでのお話を聞かせていただきました。
　最後にサプライズで、特技のダンスとボイスパーカッションを見
せてくださった翔子さんに、会場も大盛り上がりでした。

▲席上揮毫の様子

▲福祉活動にご尽力された皆さまに
　表彰状・感謝状を贈呈しました。

▲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。

▲

書
き
上
げ
ら
れ
た
書

を
客
席
に
披
露

▲

泰
子
さ
ん
に
よ
る
講
演

の
様
子
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た

様々なところで

ご協力
いただきました

赤い羽根共同募金にご協力
ありがとうございました

　パソコン文字通訳による情報保障を通して、聴覚障がいがある方たちの社会
参加を促進し、社会福祉向上のために努力することを目的としています。聴覚
障がいがある方たちの「話されていることをそのまま知りたい」という要望を、
文字表示を行うことにより実現していこうするサークルです。難聴者団体等の理
事会や講習会における文字通訳による情報保障の福祉活動を行っています。

　このたび共同募金の配分金により、ノートパソコン、プロジェクター、スクリーンを購入しました。
　これにより、講演や会議などでノートパソコンで入力した全文がスクリーンに表示され、聴覚障がいがある
方も同じ様に情報を得ることができます。大事に使用し活用していきたいと思います。ありがとうございました。

パソコン文字通訳サークル　おもちゃ箱

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。

岐阜市支会
募金額

46,991,532円
（平成30年12月18日現在）

配分レポート

ありがとうメッセージ

　生徒会として登校時
に赤い羽根の募金を
呼びかける活動をし、
若い世代の方に活動
を知っていただく機会
となりました。

▲名鉄岐阜駅にて
　ボーイスカウト岐阜25団

▲マーサ21にて　島中学校陸上部

▲岐阜聖徳学園大学附属中学校にて
　生徒会

▲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

▲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
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私のまちの
～ 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 ～

ふくし プラン
地区地域福祉活動計画

　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。

白山支部 市橋支部

日置江支部 藍川支部

芥見支部 芥見南支部

◦ 基本目標 ◦ ◦ 基本目標 ◦

◦ 基本目標 ◦ ◦ 基本目標 ◦

◦ 基本目標 ◦ ◦ 基本目標 ◦

高齢者が
　　　安心して暮らせる白山

やさしさ　支え合い
　　笑顔育むまち　いちはし

誰もがホッとでき、安心して
　　暮らせる地域をめざして

助け愛・支え藍の
　　　福祉充実のまちづくり

○○地区
地域福祉活動計画

支え合いの輪をひろげ
世代を超えて助け合える地域
を作りましょう

誰もが住み慣れた地域で家族や友人、
地域住民と共に心豊かで健康的ないきいき
とした生活ができる地域をめざします。

活き活きと暮らせる白山地区をめ

ざし、今後の事業の進め方を明確

にするため策定しました。

市橋地区の課題や地域住民の
ニーズから、推進すべき活動につ
いて基本的な考え方を提示し、市
橋地区の特性に合わせた計画とし
て策定しました。

「地域住民が中心となってお互い
を支え合い、健康で100まで生き
よう」を実現するための中期の計
画として策定しました。

地区全世帯を対象とした生活支援
関係の意識調査の分析結果に基づ
き、地区住民が助け合い、支えあっ
て健康寿命延伸のまちづくりを進め
るための長期計画を策定しました。

芥見地区の住民同士のふれあいを
大切にしながら、助け合いや支え
合いによっていつまでも安心して
暮らす事の出来る「地域福祉」を
実現するために策定しました。

地域での支え合いや平常時の見守り活動、
災害・緊急時の支援活動に係る事業、また、
地域の居場所としてふれあい・いきいきサロ
ンを推進しながら、地域福祉コミュニティの
形成を図ることを目的に策定しました。

❶課題整理

❷解決策の検討 ❸計画の策定

❹事業推進

高齢者 高齢者

子育て

高齢者
障がい者

子育て

防災

まだまだ
元気なんじゃが
活かせるものは
ないかのぉ

交通が不便で
買い物が大変よ

子育てについて
誰かに相談したい

夜も僕一人で
お留守番

地域課題を
解決しよう！

蛍光灯が
切れても
替えられん
のよ

私はひとり暮らし…
災害が起きた時は
どうすりゃいいの？篠田支部長 桑原支部長

大平支部長 神田支部長

後藤支部長 畑支部長

▲お互いさまネット芥見開設会議の様子 ▲支え合いマップづくりの様子

▲認知症をテーマとした研究会 ▲小さな手助け

▲白山地域ふれあいサロンの様子 ▲3世代健幸ウォーク
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場　所：岐阜老人ホーム喫茶室及びホール

子どもの居場所づくり
青春サポーター

　岐阜市社協では、「ふくし」についての学習の一環として福祉講話や福祉体験学習を行っています。小・中学
校などで車いすやアイマスク、高齢者疑似体験を行い相手の立場を知ることにより、思いやりの心を培っていま
す。体験学習では安全に正しく体験できるよう、ボランティアグループの「岐阜市福祉体験サポーター会」に
協力いただいております。
　また、小・中学校の体験学習では、社協支部の方やPTAの方などに協力していただいています。子どもたち
は、ボランティアや地域の方などから見守られていると実感することができ、さらに身の回りの不便なことに気
付き、どのように声かけしたらよいかなどを考える機会になっています。「ふくし」について子どもの頃から考え、
地域の方と繋がりながら思いやる心を育てるきっかけとして行っています。

　子どもたちが様々な体験や交流をすることによって、安
心できる居場所となることを目的に、岐阜市母子寡婦福祉
連合会・社会福祉法人岐阜老人ホームとの協働で、ひとり
親世帯を対象に「よつば」を実施しています。
　「よつば」では、子どもたちの大切な未来を支える「き
ぼう」「きずな」「きたい」をキーワードとして、学習習慣
へのサポート、子ども同士や支援する大人とのふれあいの
場づくりを行い、社会性や自主性などを育んでいます。
　今回、「よつば」の参加者やサポーターにお話を伺いま
した。

●活動に参加したきっかけって何ですか？
・高齢者施設で行われる学習支援に興味があり
ました。自分が学習していることの実践の場
にもなっています。　			（大学生サポーター）

・社会に貢献できる良い機会だと思いました。暖か
い心を持った大人が子どもに寄り添うことに、こ
の場所の意義を感じます。		（社会人サポーター）

●活動に参加しての感想
・私自身も母子で先生たちに
支えてもらいました。今、
自分と同じ子たちの支援が
できることを嬉しく思いま
す。　（大学生サポーター）

●活動に参加して（させて）の感想
・勉強ができることが嬉しい。先生が好き。夢
をみつけるのに沢山勉強がしたい。
　　　　　　　　　　　　　　	（小学4年生）
・すごく楽しい。友達ももっと増えて、クリスマ
ス会とかで歌を一緒に歌いたい。
　　　　　　　　　　　　　　	（小学5年生）
・子どもが勉強できることを毎週楽しみにして
いる。それが親としても嬉しい。
　　　　　　　　　　　　　	（小学4年生親）

・高齢者の方の動きにくさがよく分かった
ので、自分が相手のペースに合わせられ
るようにしたいです。
	 	 （小学6年生　高齢者疑似体験）
・ちょっとの段差を超えるときも、怖いと思
いました。声掛けが大切だと思いました。
	 	 （小学5年生　車いす体験）
・介助するときに、周りに気をつけながら、
相手とコミュニケーションをとることは難
しいけれど大切なことだと実感しました。
	 	 （中学3年生　車いす体験）

「ふくし」について考える　
きっかけづくり

「よつば」

福祉出前講座

ふくし・・・ふだんのくらしのしあわせ

▲高齢者疑似体験 ▲車いす体験
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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。ぜひお立ち寄り下さい。
（表示価格は税込みです）

ハーバリウム   1,200円〜
【シャイニーデイズ】

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

人気のハーバリウムで
す。季節にあわせてアレ
ンジしています。ぜひ、
インテリアや贈り物に
どうぞ。

レインボーマスク   210円
【ワークサポートひの】

　岐阜市社協には、ボランティア活動などへの助成金情報が
様々な団体・法人から寄せられています。
　ボランティア活動を行っていく際に、自分たちで活動費を募
ることも大切ですが、助成金も有効に活用していただくことが
できます。
　助成金情報については、随時本会ホームページに掲載して
いますのでご確認ください。
　また、推薦書が必要となる助成申請もありますので余裕を
もってご準備ください。

◦職　務　内　容：接客、レジ操作、商品管理等
◦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）

　助成金を申請して障がいのある方に、音楽を通じて療育・演奏の支援を行ってい
くための楽器を購入しました。
　申請には事業計画など様々な書類が必要で大変でしたが、事業目的などをあらた
めて振り返り、活動を広げていきたいという思いをさらに持つきっかけとなりました。
　芸術祭などで活動発表の際にも活用し活動を続けています。（ぎふの森学園）

社協ホームページ
〜助成金に関するお知らせ〜

岐阜市福祉の店「友＆愛」店員を募集します！　　

助成金を活用し活動しています ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

レインボーマスク（大人用・子ども用）
一枚一枚丁寧に手作りしたカジュアルで
ポップな柄のマスクです。花粉や風邪の予
防はもちろん、呼気の湿気によるべたつき
を防いで快適な着け心地が実感できます。

ぜひご活用
ください

☆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

岐阜市社協

▲

社
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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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。

介護予防教室のご案内

◦対　　象　　　　市内在住の65歳以上の方
◦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。

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

1月24日㈭ 音楽に合わせて
　　　　筋力アップ！ 午後2時〜3時30分 ラ・ポーレぎふ

（鏡島南1丁目2-33） 1月10日㈭

2月		8日㈮ イスに座って
　　　　楽らく体操 午後2時〜3時30分 ウェルビュー明郷

（真砂町1丁目20-2） 1月25日㈮

◦定　員　各20名　　◦参加費　無料

お申し込みについて

　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。（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。

相談日時／毎週水曜日（祝日・年末年始を除く）

 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
※来所相談です。　　　　　　（直通）

相談日時／毎週月曜日から金曜日
（祝日・年末年始を除く）

 午前9時〜午後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

福祉活動に活用できる会議室があります。
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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

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

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

◆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

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日程度勤務できる方

◎ケアマネージャー（正規：4月採用）
・時間　8時45分〜17時30分
・休日　原則週休2日、年末年始
　　　	（年間休日121日以上）
本会ホームページに募集要項があります。
申込書をプリントアウトしてお申し込みく
ださい。
（お申し込み期限　2月1日（金）必着）
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TEL 058-255-5511（代表）　FAX 058-255-5512

発行日◇平成31年1月15日

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

あけまし
ておめでとうございます

本年もよ
ろしくお願いいたします

岐阜市社協は“地域共生社会”の実現に
向けて

地域福祉活動を推進しています

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

明徳支部
ふれあい・
いきいきサロン

本荘支部
ぬくもりサロン
（北サロン）

早田支部
早田地区ふれあい・
いきいきサロン

城西支部
ふれあい・
いきいきサロン

長森北支部
ふれあいサロン
『日曜喫茶室』

七郷支部
東改田ふれあい・
いきいきサロン

岩野田支部
いきいきサロン
みた会

岩支部
岩滝サロン

●開催日／
年10回開催

●開催場所／
　明徳公民館　他

●開催日／
　毎月第3木曜日
●開催場所／
　M'sスタジオ

●開催日／
　毎月1日、15日
●開催場所／
　東改田公民館

●開催日／
　月1回
●開催場所／
　美島公民館
　他3ヶ所

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

●開催日／
　毎月第3日曜日
　（自治公民館で持ち回り）
●開催場所／
　各自治公民館
　（写真は長森本町公民館）

●開催日／
　第1、第3水曜日
●開催場所／
　三田洞公民館

●開催日／
　毎月第2火曜日
●開催場所／
　岩滝公民館

落語と笑いヨガで大笑い！
沢山笑って楽しいひとときを過ごしました。

ライブハウスならではの音響を活かし、みんなで歌って笑顔になり体
の中から元気になります。12月にはクリスマス会を開催しました。

輪投げやスカットボールなどのレクリエーション用具を通して、み
んなで楽しく健康づくりをしました。

椿亭半笑さんをお呼びして、落語を聴きました。流暢な話に引き込
まれ会場が笑いにつつまれました。

みんなでコーヒーを飲みながら、おしゃべりをした後、スカットボー
ルで楽しく体を動かしました。

新聞紙でボールを作り、ペタンクを楽しみました。
丸ではないので、思ったように転がらず、難しい・・・。

講師を招いて健康の話や脳トレ、健康体操をしました。
ソーラン節も踊り、良い汗をかくことができました。

室内ペタンクで競い合い。なかなかの接戦で、みんなドキドキしな
がら勝負の行方を見守ります。

　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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