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社協支部では
平常時から様々な事業に
取り組んでいます。
住民同士の関わりを住宅地図

芥見支部

に落とし込み、支え合いに関す
る状況や、課題の掘り起こし等
を行います。

本荘支部
自らの医療情報や緊急連絡先
を冷蔵庫等に保管したり、携帯
カードとして所持したりするこ
とで、
「災害時・日常緊急時」に
おいて迅速な対応ができるよ

地域で気になる方に目を向け、
困りごとの早期発見を担う福祉
委 員 を 設 置し 、研 修 会 の 開 催
や、日常の何気ない見守りを実
施しています。

う周知・配布しています。
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平成31年度

岐阜市社会福祉協議会

事業計画

心豊かで健康的な
いきいきとした生活ができる
福祉社会の実現に向けて
重点目標
❶ 地域福祉の仕組みづくり

・岐阜市とともに策定した岐阜市地域福祉推進計画が5ヶ年計画の最終年を迎えることから、次期地域福祉
推進計画を策定します。
・各地域での生活課題に対して、地域住民の見守り・助け合い活動の取り組みの充実がなされるよう、地域・
ボランティア団体への補助を引き続き行います。
・地域福祉コーディネーターが、地域ごとの様々な生活課題の解決を図り、地域の福祉力を高めるために、
地区ごとの地域福祉活動計画の作成を引き続き支援します。
・地域の社会福祉法人が 「地域における公益的な取り組み」 を進めていくことができるよう、社会福祉法
人連絡会の設立に向けて準備を進めます。

❷ 生活相談・支援体制の充実

岐阜市から受託している生活困窮者自立相談支援・家計改善支援事業と、従来からの生活福祉資金貸付
事業を引き続き併せて対応することにより、スムーズな相談体制により支援対象者が安定的な自立生活を営
めるよう支援します。

❸ 在宅福祉サービス事業の資質向上

高齢者や障がい者が継続した在宅生活を営むことができるようサービスの質の向上に努めます。

市民が主役のまちづくりの推進のため
社協支部を中心として、住民の参加による市民相互の支え合い活動の促進や、
地域における共助と協働し市民が主役のまちづくりを推進します。
◦市内全域の地域福祉の仕組みづくり

地域福祉コーディネーターや、生活支援コーディネーターを配置し、地域福祉の仕組みづくりをお手伝いします。

地域福祉コーディネーター

生活支援コーディネーター

地域住民が地域福祉活動を推進していくう
えでの調整や助言を行い、社協支部等での
地域福祉活動の推進・支援を図ります。

生活支援・介護予防サービスの充実を図る
とともに、地域における支え合い体制づくり
の推進を図ります。

詳細は
6-7ページを
ご覧ください。

・岐阜市地域福祉推進計画の推進

◦社協支部活動の支援

支部活動者を支援する研修・連絡会の開催や、
下記の活動推進・支援を行います。
・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
詳細は8ページ
・地区地域福祉活動計画策定支援事業
をご覧ください。
・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
・岐阜市地域福祉見守り・助け合い体制づくり支援事業
・生活支援サービス（助け合い活動） 運営費助成事業
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◦地域における人材育成、参加促進事業

・地域福祉推進フォーラム
・地域参加促進事業 （出会いと学びの講座）
・支え合い活動実践者養成事業

▲支え合い活動実践者養成研修

◦ボランティアセンター事業

ボランティアの育成と支援のほか、活動に関する情報の提供や
交流会・講座の開催を行います。
・ボランティア情報の発信
・ボランティア講演会
・福祉出前講座
・ボランティア塾
・中学生福祉ボランティア体験
・災害ボランティアのつどい

▲災害ボランティアのつどい

◦社会福祉施設・団体への支援・連携事業

・介護相談員派遣事業
・岐阜市福祉の店運営事業
・社会福祉法人連携・協働の基盤づくり事業
・子どもの居場所づくり事業

▲社会福祉法人のつどい

地域での自立した生活を支援するため
支援を必要とする人に対する権利擁護の推進と、総合的な相談や事業を実施する
ことにより、地域での自立した生活を支援します。
◦生活困窮者自立相談支援・家計改善支援事業

生活上の困りごとや悩みを抱えた方の相談にの
り、その方の抱える問題を整理し、一緒になって
解決していくことで、生活を立て直していけるよ
う支援する事業を、特定非営利活動法人ぎふNPO
センターと共同事業体として実施します。

◦日常生活自立支援事業

認知症高齢者など、判断能力が不十分であるた
め、福祉サービスなどの契約や、金銭管理ができ
ないような方々に対し、生活支援員を派遣して、
福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理など
を行います。

◦生活福祉資金貸付事業

経済的な自立と生活意欲を伸ばし、安定した生
活が送れるようにするため、必要な方に対して資
金の貸付を行います。

詳細は9ページ
をご覧ください。

◦法人後見事業

認知症高齢者など判断能力が不十分なために意
思決定が困難な者の判断能力を補うため、社協が
成年後見人となり、本人の財産管理、身上監護を
行うことにより安心して日常生活を送ることができ
るように支援を行います。

◦ふれあい福祉センター事業

常設・電話などによる心配ごと相談等の相談事
業を行い、福祉問題の解決や福祉ニーズの把握に
努めます。
・心配ごと相談
・ひとし暮らし高齢者愛の電話訪問
詳細は9ページ
をご覧ください。

質の高い在宅福祉サービスの実施に向けて
独立採算の理念に基づき、効率的かつ効果的で適切な事業運営に努めるとともに、
利用者本位で信頼される質の高い在宅福祉サービスを実施します。
◦訪問サービスの提供

在宅の要介護・要支援者、身体・知的・精神障
がい者に身体介護、生活援助、並びに外出支援や
入浴サービスを提供します。
・訪問介護事業
・介護予防・日常生活支援総合事業
・居宅介護、重度訪問介護事業
・同行援護事業
・移動支援事業
・訪問介護事業等における独自サービス事業
・訪問入浴サービス事業

◦サービスの調整・支援

本人からの依頼を受け、介護ケアプランや、障
害福祉サービスなどの利用計画の作成を行います。
・居宅介護支援事業
・特定相談支援事業

◦要介護認定調査事業

初めて要介護認定を受けられる方の訪問調査
や、要介護認定更新時の訪問調査を行います。
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法人運営基盤の強化のため
適切な法人運営を行うために、次の事業を実施します。
◦経営組織の充実

◦岐阜市民福祉大会の開催

◦財政の健全化

・社協会費の募集
・基金、積立金の安定運用

◦団体事務への協力

◦広報啓発活動

・共同募金会岐阜市支会
・日本赤十字社岐阜市地区・委員部

・社協だより（年4回発行）
・ホームページ

平成31年度

岐阜市社会福祉協議会
会費収入 3.2％

収入の部

前期末支払
資金残高
14.2

その他の
活動による収入
9.9％
その他の収入
0.2％

総額

寄附金収入 0.2％

障害福祉
サービス等事業収入
7.4％

管理運営事業 2.6%

地域包括支援センター
中央北事業
7.3%

受託金収入
千円 18.0％

介護保険事業収入
31.9％

予算
支出の部

経常経費
補助金収入
12.2％

883,542

受取利息
配当金収入
1.6％

岐阜市 民 福 祉 大 会

▲

社会福祉法人としての責任や、適切な事業遂行を
図るため、各種会議を開催します。
・理事会、監事会、評議員会
・総務財政・地域福祉事業・在宅サービス事業部会

貸付事業等
収入
0.1％
事業収入
0.2％

負担金収入
0.9％

居宅介護支援・
認定調査事業
24.4%

★2 ★1

法人運営事業
23.0%

総額

883,542千円

訪問入浴
サービス事業
6.7%
障害福祉事業 6.6%

老人居宅
介護等事業
14.2%

地域福祉
推進事業
15.2%

★1 社会福祉事業
★2 公益事業

※当期末支払資金残高はそれぞれの事業に含まれており、総額125,398千円です。

法人内各事業間の内部取引を含みます。
平成31年度事業計画・予算の詳細は、岐阜市社会福祉協議会ホームページに掲載しています。

あたたかな心ありがとうございます
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、ご寄附いただいた場合、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12月19日から平成31年3月29日までに、次のとおりご寄附をいただきました。 ▲NPO地域活性化支援
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）
ネットワーク協議会ぎふ

●社会福祉事業へ

・特定非営利活動法人地域活性化支援ネットワーク協議会ぎふ・・・・・ 307,491円
・ぎふしん愛の募金・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200,000円
・ユニー株式会社“小さな善意で大きな愛の輪”運動 アピタ岐阜店 店長 古川裕晃・・・ 147,505円
・ユニー株式会社“小さな善意で大きな愛の輪”運動 ピアゴ長良店 店長 笠野朗・・・・・ 32,910円
・株式会社美濃庄・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12,590円
・株式会社市岐商デパート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,000円
・介護老人保健施設長良川ビラ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8,418円
・廣瀬 君子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,000円
・松尾 幸男・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,000円
・特定非営利活動法人ぎふ要約筆記かがり火・・・・・・・・・・・・・・・ 1,354円

▲ぎふしん愛の募金

●ボランティア事業へ
・岩田
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▲株式会社市岐商デパート

社協会費にご協力いただき
ありがとうございました
社協会費は、地域福祉活動を推進していくための貴重な財源です。

種

岐阜市社協では、地域福祉に関する各種事業やボランティアセンター

普通会費

事業に活用させていただきます。

平成30年度
社協会費総額

28,438,800円

平成30年度

日赤社資に

類

金

額

22,301,000円

特別会費（個人）

2,613,800円

特別会費（法人）

2,526,000円

賛助会費（法人）

600,000円

施設・団体会費

398,000円

平成30年度

共同募金運動に

ご協力いただきありがとうございました。

ご協力いただきありがとうございました。

岐阜市地区総額

岐阜市支会総額

51,351,728円

59,442,037円
皆さまからお寄せいただいた募金は、岐阜県共

皆さまからのあたたかいご支援に支えられ、赤
十字活動を展開することができました。心より感
謝いたします。
みなさまからお寄せいただいた社
資は、日本赤十字社岐阜県支部を
通じて、国際活動や災害救護活動
などの充実に役立てられます。

同募金会を通じて平成31年度に保育園や障がい
者施設などで行われる福祉施設の整備や社会福祉
協議会が実施する地域での福祉活動、ボランティ
ア活動に使われます。

次期地域福祉推進計画の策定に向けて
岐阜市地域福祉推進計画は市と一体的に推進しています。現行の計
画は平成31年度までの計画となりますので、次期岐阜市地域福祉推進
計画の策定にあたり、地域状況の調査などを行いました。
岐阜市社会福祉協議会では、市内50地区の社協支部長・主事にアン
ケートとヒアリングを行い、日頃の地域福祉活動から、地域福祉の課題
と思われることや今後の活動への取り組みをお聴きしました。その結果
などをもとに、次期地域福祉推進計画の策定を進めています。

岐阜市地域福祉計画（市）
岐阜市地域福祉活動計画（社協）

一体的

▲ヒアリングの様子

地域福祉推進計画
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地域での支え合いの仕組みづくりを生活支援コーディネーターがお手伝いしています。
生活支援コーディネーター（社会福祉協議会地域福祉コーディネーター）が、皆さまの地域の 話し合い（日常生活圏域協議体）の場で住みよい暮らしをともに考え、
思いを実現するために、地域の方や各種団体と一緒になって取り組んでいます。

買い物支援づくり

日常生活圏域協議体
地域住民、福祉関係団体が話し合いをして課題を抽出する場。

日野地区

（事務局：地域包括支援センター）

❶ 課題見つけ

昨年度から継続している事業も
今年度様々な進展がありました。

金華地区
坂 が 多く買 い 物 の
行き帰りが大変…。
近くまで来てもらえ
たらなぁ。

❷ 実現に向けた話し合い

◦ 我がまちのいいところ

徹明地区

参加者も運営側に
巻き込みながら開催！

◦ 我がまちの気になるところ
◦ あったらいいね
◦ 自分たちでできること

生活支援コーディネーター

（社協地域福祉コーディネーターが兼務）

はこんなことをしています。

★ 住民の方へアンケート、困りごとを把握

日野まちづくり協議会と岐阜市シルバー人
材センターの協力による移動販売の実施

★ 地域の介護施設・喫茶店・商店などへ
聞き取り調査

〈利用者の声〉
近くまで来てくれて
とても便利だから、
今後も利用したい。

★ 地域の関係団体、組織へ協力依頼

高齢者等の交流・つながりの場づくり
柳津地区

最近、 地域での近所
付き合いが希薄化し
ている。
健康づくりに力を入
れながら何かできな
いかな？

日置江地区

男性も参加できる料理教室を
開催

今のサロン会場へ行く
には交通量の多い道路
を渡らないといけない
ので危険…。
身近な会場でつどいの
場があったらいいな。

岩地区
民間の業者による移動販売の実施

たに誕生！
集いの場が新

厚見地区

市橋地区
西川手は縦に長く、
公民館まで遠くてサ
ロンに行けない。

大人と子どもが交流
できる行事があった
らいいな。
自然とふれあう活動
が魅力的ね。

集会場でサロン「北町カフェ」
を開催

三輪南地区

健康づくりと3世代交流をテーマに「元
気いっぱいウォーキング」を開催
6
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団地の集会場で 「華西団地ふれあい・
いきいきサロン」 の立ち上げ

住民が自主的に
運営するように！

地域の老人福祉施設のスペースにて「西川手
地域みんなが集える会」の立ち上げ

地元の果樹園を活用した収穫体験によ
る3世代交流の場の開催

試験的な運用から
本格実施へ！

福丸団地 サロン会場で移動
販売を実施
2019 No.163

7

『岐阜市地域福祉
見守り・助け合い体制づくり支援事業』
を募集します
地域社会の急速な高齢化とともに、高齢者のひとり暮らしなどの小規模な世帯が増加していることから、高
齢者や障がい者などの支援を必要とする方の暮らしを地域全体で支えていく体制づくりの必要性が高まっていま
す。
そのため、住民同士で助け合う活動で、本市の先駆的・モデル的な地域福祉活動となりうる新たな助け合
い活動 （ゴミ出し、買い物代行、庭の清掃等の生活支援サービス） の立ち上げ・拡充に取り組む地域団体や
NPO等に対し、必要な経費を岐阜市社会福祉協議会と岐阜市が協調して補助します。

地域で
助け合い活動を
したい‼
◦対 象 経 費
◦採 択 件 数
◦補
助
額
◦募 集 期 間
◦お問い合わせ先

現在実施している
助け合い活動のメニューを
拡充したい‼

地域とNPOが
連携して助け合い活動を
したい‼

助け合い活動の立ち上げに必要な備品購入費やユニフォーム作製費用など
２件程度
上限100万円
４月15日㈪〜５月14日㈫
岐阜市社会福祉協議会
または岐阜市福祉部

地域福祉課
福祉政策課

TEL 255-5511
TEL 265-3891

活動レポート

〜補助金を活用して 助け合い活動を立ち上げました！〜
社協
芥見支部

お互いさまネット芥見

早田にこにこ助け合いの会

Q.この活動を始めようと思ったきっかけは？

Q.この活動を始めようと思ったきっかけは？

地域で困りごとを抱えた人を見捨てないで助
け合える地域づくりをしたいという思いで、日
本古くからの近所付き合いを復活させ、
「おせっ
かい役」 をかってでようと活動を始めました。

支援を求めている住民の方々が、安心して、
いきいきと暮らすことができる地域づくりを進
めるため活動を始めました。生活の中でのちょっ
とした困りごとを少しでもボランティアの活動で
助け合えたらと思います。

Q.この活動を始めて良かったことは？
手助けを行うと必ず
感 謝 さ れ、 心 が 豊 か
になります。また、ボ
ランティア同士が理解
を 深 め 合 い、 地 域 の
今後を話し合うことで
も、 助 け 合 い の 和 を
広げられることです。
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Q.この活動を始めて良かったことは？
助け合い活動の話題
が 近 所 同 士 のコミュニ
ケーションにも利用され
て い ることは 驚 き でし
た。ボランティアの活動
を見た方から口コミで活
動が広がっています。

ひとり暮らし高齢者 愛の電話訪問を利用してみませんか？
ひとり暮らしをしている高齢者の方が地域で安心して暮らせるよう、民生委員・児童委員が交
代で電話をおかけし、体調や心配ごとなどを伺い、安否確認を行っています。
こんにちは！
民生委員の電話
訪問です。

利用できる方

65歳以上でひとり暮らしをしている方 （昼間
の時間帯に一人になる方もご利用できます。）

電話訪問日

毎週火、金曜日 （祝日・年末年始は除く） の
午前9時30分〜正午
※1回5分程度の電話訪問です。

利用料

無料 ※電話訪問で利用料の請求やサービス
の強制等をすることはありません。

お変わり
ありませんか？

【お申し込み】
希望の曜日を決めていただき、お住まいの地域の民生委員・児童委員さんにお申し込みください。
電話訪問の時間を指定したい場合は午前10時〜11時30分の間でお聞きしています。

【お問い合わせ先】 地域福祉課 生活相談係 ＴＥＬ２５５－５５１１

どこに相談したらいいのか分からない悩みや、生活上の困りごとを抱えた方に、
「生活・就労サポートセンター」がよりそいながら、一緒に解決の道を探していきます。
ハラスメントに
悩んでいる

家族の問題で
悩んでいる

コミュニケー
ションで
悩んでいる

仕事が
見つからず
困っている

多重債務で
困っている

住む家がなくて
困っている

岐阜市 生活・就労サポートセンター
【お問い合わせ先】

岐阜市生活・就労サポートセンター （岐阜市役所南庁舎内１階）TEL 265-3777

または 岐阜市社会福祉協議会 地域福祉課 生活相談係

TEL 255-5511

平成31年度「ボランティア活動保険」加入を受け付けています
ボランティア活動保険は、ボランティア活動のための往復途上、活動中におこる様々な事故に備える保険です。
補償期間は加入手続き完了日の翌日午前0時から、2020年3月31日午後12時までとなります。
◦保険料 （1名・年間）

◦加入手続きについて
Aプラン

Bプラン

  基本タイプ

350円

510円

  天災タイプ （※）
（基本タイプ＋天災）

500円

710円

※天災タイプでは、地震、噴火または津波に起因する被保険
者自身のケガを補償します。

【お問い合わせ先】岐阜市ボランティアセンター

社会福祉協議会の窓口で加入していた
だけます。 保険加入の際はボランティア
センターへの登録が必要になります。
【加入時に必要なもの】
保険料、印鑑、団体の場合は名簿（氏名・
住所・電話番号の記載があるもの）

TEL 255-5511
2019 No.163
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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健康体操教室

〜今日からはじめる 健康づくり〜

体力や年齢に合わせて運動して頂けるように、2つのコースを設立しました！
内容は共に、ストレッチング・筋力トレーニング・用具を使った運動・簡単レクゲームなどです。
暑い夏がやってくる前に、一緒に体を動かしましょう。

じっくりコース！

◦全5回
日

程

6月26日㈬
7月  3日㈬
7月10日㈬
7月17日㈬
7月24日㈬
間
所

◦時
◦場

はつらつコース！

おおむね75歳以上の方

おおむね65歳から74歳の方

◦全5回

こんな方におすすめします！

日

・健康寿命をのばしたい！
・若い頃のようには動けないけれど
  まだまだ運動したい。
・自信はないけど、体力をつけたい。
・ゆっくり体を動かしたい。

程

7月  2日㈫
7月  9日㈫
7月23日㈫
7月30日㈫
8月  6日㈫

こんな方におすすめします！
・日常的に体は動かしているが
  正しい運動を身につけたい
・もっと体力をつけたい。
・貯筋！したい。

午後1時30分〜3時
◦申込締切 どちらのコースも 6月5日 （水）
岐阜市民福祉活動センター （都通2-2）

②転倒予防教室 〜筋力アップで

◦参加料

無料

転倒を防ぐ〜

◦全2回
日

程

5月23日㈭
6月  6日㈭
所

◦場

内

容

時

イスに座って 楽らく体操

間

午前10時〜11時30分

申込締切

参加料

5月  7日㈫

無料

申込締切

参加料

岐阜市民福祉活動センター （都通2-2）

③介護予防教室 〜活動的な生活を過ごすために〜
◦単発
日

程

内

容

時

間

5月17日㈮

音楽に触れてリフレッシュ！感覚を刺激しよう

午前10時〜11時30分

5月  7日㈫

無料

6月  3日㈪

ADL体操で 笑顔で 健康いつまでも

午前10時〜11時30分

5月13日㈪

無料

6月18日㈫

歌で遊ぼう！心も体も脳も元気に！

午後 1時30分〜3時

5月28日㈫

無料

所

◦場

岐阜市民福祉活動センター （都通2-2）

家族介護教室のご案内

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
その他の支援を行なっている方に対し、家族介護教室を開催します。

◦単発
日

程

6月27日㈭

内

容

ハーバリウム作り〜花が持つ 癒しの効果を〜

7月19日㈮ ありのままで生きる 素晴らしい自分と共に
◦場 所 岐阜市民福祉活動センター （都通2-2）
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時

間

申込締切

参加料

午後 1時30分〜3時

6月  6日㈭

800円（材料費）

午前10時〜11時30分

6月28日㈮

無料

介護予防教室・家族介護教室のお申し込みについて
◦対

象

介護予防教室…岐阜市内在住の65歳以上の方で、立ち座りや教室での移動がお一人で出来る方
（①健康体操教室・②転倒予防教室は、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おこなっている方
◦定
員
各回 30名
◦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。
TEL 255-5511 FAX 255-5512
◦お 申 し 込 み 先 地域福祉課 企画運営係
※お申し込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。

家庭での困りごとや心配ごとなど

福祉活動に活用できる会議室があります。

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

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

（直通）

※来所相談です。

日常生活自立支援に関する相談
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

★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。

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。
訪問入浴サービス・パート
【介護員】

訪問入浴サービス・臨時職員 週1回でも
【看護師・介護員・運転業務員】 OK

訪問介護・臨時職員
【登録ヘルパー】

資格 ホームヘルパー養成研修2級
課程以上修了の方
時間 月〜金曜日の
8時45分〜17時30分

職種 ①看護師／看護師または准看護師
資格 ②介護員／ホームヘルパー養成研修

資格 満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
時間 月〜日曜日の7時〜19時の
うち1時間以上活動できる方

2級課程以上修了の方
③運転業務員／普通自動車運転免許
時間 いずれも月〜土曜日のうち週1〜2日
程度

週1回でも
OK

看護師、介護員、運転業務員の3人1組で利用者宅を訪問し、入浴サービスを提供する業務です。
お問い合わせ先

お問い合わせ先

中央センター TEL 255-5010

訪問入浴サービス事業所 TEL 215-1905

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）
〒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

北部センター

南部センター

〒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

社協柳津支所・柳津センター

訪問入浴サービス事業所

〒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

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
2019 No.163
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社協支部活動
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、各種地域福祉事業を進めています。

ふれあい・いきいきサロン

日野支部

P・P・K

●開 催 日／毎月第2木曜日
●開催場所／日野公民館
みんなで体操をした後、チームに分かれ、新聞紙でドレスづくりをしました。それぞれ
のチームでモデル役を決めて行ったファッションショーは、とても盛り上がりました。

芥見南支部

ふれあい・いきいきサロン

●開 催 日／毎月第1木曜日
●開催場所／大洞西集会場
歌を歌ったり、音楽に合わせて体操やレクリエーションと盛りだくさん。
平成30年度のサロンに皆勤された方の表彰を行いお祝いしました。

木田支部

木田サロン

●開 催 日／毎月第2月曜日
●開催場所／木田公民館
木田サロンでは、毎年1回木田小学校の児童とふれあいます。
チームに分かれ、スカットボールと輪投げを楽しみました。

三輪南支部

福富団地わいわいサロン

●開 催 日／毎月第4月曜日
●開催場所／福富団地公民館
新聞紙で折った兜をかぶり、一気に子ども時代がよみがえります。和気
あいあいとした雰囲気の中、趣の異なる兜の折り方にも挑戦しました。

子育て支援サロン

木之本支部

●開 催 日／毎月第1水曜日
●開催場所／木之本公民館
未就学児の親子の集いの場。 12月は青少年育成市民会議の親
子ふれあい教室と合同でクリスマス会を行いました。
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島支部

●開 催 日／毎月第2金曜日
●開催場所／島公民館
平成29年度生まれを対象に実施する「島ニック」の様子です。今回はベビーヨ
ガの先生をお招きし、歌やリズム遊びで親子のスキンシップを行いました。

HPアドレス http://www.gifushi-shakyo.or.jp

Eメール office@gifushi-shakyo.or.jp

