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夏の
ボランティア講座
参加者大募集！

※写真は昨年の講座の様子

今年も夏休み期間にボランティア講座を開催します。
障がいのある方の生活について
詳しくは、
7ページを
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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。

平成30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3つを重点に各種事業を実施しました。

1 地域福祉の仕組みづくり

地域福祉コーディネーターを配置し、地域ごとの様々な生活課題を中長期に捉え、地域の福祉力が高ま
ることを目的に、地区ごとの地域福祉活動計画が作成していけるよう支援しました。また、それぞれの社
会福祉法人が 「地域における公益的な取組」 を進めていけるよう、社会福祉法人間の連携、協働を図り、
基盤づくりを行いました。

2 生活相談・支援体制の充実

岐阜市から生活困窮者自立相談支援・家計相談支援事業を受託し、従来からの生活福祉資金貸付事業
も併せて対応することで、スムーズな相談体制を図り、支援対象者が安定的な自立生活を営むことができ
るよう支援しました。

3 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るとともに、
介護保険制度改正に対応し、利用者がスムーズにサービスを受けられるよう支援しました。

地域福祉推進事業
◦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（39支部）
・福祉委員活動支援事業（18支部）
・支え合いマップづくり推進事業（20支部）
・緊急医療情報キット（命のバトン） 普及事業（21支部）
・地区地域福祉活動計画策定支援事業（11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
・地域助け合い活動創出支援協議連絡票整備事業
・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
◦地域福祉推進研修会の開催 （5会場790名参加）
◦ふれあいサロン研修会の開催 （157名参加）
◦出会いと学びの講座 （53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
◦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

▲支え合いマップづくり推進事業

▲災害ボランティア交流会

【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4回）
◦災害ボランティア交流会の開催 （延べ92名参加）
◦福祉講話・車いす体験等福祉体験 （39件）
◦ボランティア塾の開催 （延べ54名参加）
◦青少年ボランティアスクールの開催 （9名参加）
◦ボランティア入門講座の開催 （延べ35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 （43名参加）
◦ボランティア活動保険の普及 （12,701名加入）
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▲福祉体験 （高齢者擬似体験）

【生活相談事業】

◦心配ごと相談 （相談件数93件）
◦ひとり暮らし高齢者愛の電話訪問 （電話訪問回数3,969回）
◦生活困窮者緊急食糧提供事業 （提供件数92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 （32施設 延べ315回派遣）
◦日常生活自立支援事業 （契約件数235件）
◦生活福祉資金の貸付事業 （貸付件数50件）
◦成年後見制度利用促進事業 （相談件数62件）
◦岐阜市福祉の店運営事業
◦岐阜市地域協議会運営事業
◦生活困窮者自立相談支援・家計相談支援事業（相談件数5,098件）

▲支え合い活動実践者養成事業

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199名）

【介護保険事業】

◦訪問介護事業〔ヘルパーの派遣〕
（利用者数1,572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2,116名）
◦訪問入浴介護事業 （利用者数255名）
◦居宅介護支援事業〔ケアプランの作成〕
（利用者数7,256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919名）
◦同行援護事業〔ガイドヘルパーの派遣〕
（利用者数143名）
◦特定相談支援事業〔サービス利用計画作成〕
（利用者数1,133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141名）
◦訪問入浴サービス事業 （利用者数275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2,913件）
◦要介護認定調査事業 （調査件数7,197件）

法人運営事業
◦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）

【受託事業】

◦岐阜市民福祉活動センターの管理 （指定管理）

▲市民福祉大会

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。
2019 No.164

3

平成30年度資金収支決算報告
収入の部

支出の部
C

A

障害福祉サービス等
事業収入
64,541千円
（9.6％）

B
法人運営事業
128,497千円
（19.2％）

経常経費補助金収入
106,704千円
（15.9％）

収入

670,017千円
介護保険事業収入
276,298千円
（41.2％）

A 会費収入
B 寄附金収入
C その他の収入

受託金収入
149,276千円
（22.3％）

在宅福祉
サービス事業
361,176千円
（53.9％）

支出

670,017千円
地域福祉推進事業
180,344千円
（26.9％）

28,439千円 （4.3％）
2,896千円 （0.4％）
41,863千円 （6.3％）

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ください。

共同募金
配分レポート

共同募金会岐阜市支会では、 皆さま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。

共同募金配分団体施設／社会福祉法人 岐阜アソシア 視覚障害者生活情報センターぎふ
共同募金配分事業／点字書籍・発行物に係る点字製版機更新事業
視覚障害者生活情報センターぎふでは、在宅の視覚障がい者
の方々を対象とした幅広い事業を展開しています。
多くのボランティアの協力により、点字・音声による図書や情
報を提供するとともに、地域の視覚障がい者のニーズに応じて各
種相談やリハビリテーションを行い、さらに一般市民への啓発な
どにより、
「視覚障がい者とともに生きる社会」 を目指して事業を
進めています。

〜 ありがとうメッセージ 〜

共同募金配分のご支援により、機器整備していただけましたこと、誠に感謝申し上げます。
老朽化した点字製版機を更新できたことにより、視覚障がい者に対して読みやすい点字
を提供することができるようになりました。このご支援をステップにさらなる障がい者福祉
サービスの向上に励んで参りたいと思います。本当に、ありがとうございました。
4
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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〜

社協会費にご協力お願いします
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。
会費種別

会費（年額）

普通会費（個人）

一口

200円

特別会費（個人）

一 口 1,000円

特別会費（法人）

一 口 10,000円

各世帯にご協力をいただいている会費です。
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（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

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。

一 口 3,000円

皆さまの会費はこのように活用されています
住民参加

皆さまからの会費

地域住民
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）

地域福祉活動

岐阜市
社会福祉
協議会

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

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の財源として活用されて
います。

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

◎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
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ボランティア
割を
センターの役
ご紹介！！

岐阜市

ボランティアセンター＆ ボランティア講座・講演会のご案内

ボランティアセンターってどんなところ？！

ボランティア塾

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方（したいと思っている方）と必要と
している方をつなげ、ボランティア活動の支援を行っています。

ボランティア活動を
してみたい

ボランティア
の方に協力を
依頼したい

ボランティア講演会

内 容
◦オリエンテーション
7月23日（火）
◦視覚障がい者の方との交流
1
9：30〜12：00
〜点字を学んで 自分の名刺を作ろう〜
◦オリエンテーション
7月24日（水）
◦聴覚障がい者の方との交流
2
9：30〜12：00
〜手話をやってみよう〜

▲ボランティア案内板

ボランティアの
情報を集めたい

い！
談くださ
相
ご
に
センター
ア
ィ
テ
。
ラン
団です
時はボ
援
な
応
ん
そ
んの
は皆さ
私たち
ボランティアに関する情報は社協ホー
ムページで随時更新していますので、
ぜひチェックしてみてください。
対象者/市内でボランティア活動をしている方
ボランティア活動をしたいと思っている方

ボランティア活動の参加促進と活動をされている方が無理なく活動を続けられるよう、
日頃のボランティア活動や組織作りの一助となることを目的としています。
◎日 時／9月7日（土）13：00〜15：00
◎場 所／みんなの森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）
◎内 容／講演テーマ
「ボランティア活動を無理なく楽しく続けるために
〜アサーティブなコミュニケーション方法を知ろう〜」
講師／ヒューマン・トータルバランスサポート「りんと」
代表 谷水 美香 氏
◎参加費／無料
◎定 員／50名
◎締め切り／8月30日（金）
お申し込みの際は、①氏名②住所③電話番号④ボランティア活動
されている方は活動内容をお伝えください。
6
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手話や点字を体験することで、様々なコミュニケーションの方法を学ぶとともに、
福祉やボランティア活動に興味・関心を持つ機会となることを目的としています。
日 時

〈ボランティアセンターの主な役割〉

◦ボランティアに関する相談
◦ボランティアの調整（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「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

対象者/市内在住・在学の小学4年生〜6年生

講師プロフィール

谷水 美香氏
2002年 に 自 他 尊 重 の コ ミュニ
ケーションである「アサーティブ」
に出会い、 学びを深め、 その後
NPO法人アサーティブジャパン認
定講師として多くの方々を対象に
講演会等を行っています。
（社会福祉法人 大阪ボランティ
ア協会理事、 ボランティアNPO
推進センター運営委員長）

場

所

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）

1日のみ参加も
◎定員／25名
大歓迎！
◎締め切り／7月12日 （金）
お申し込みの際は、①氏名②住所③電話番号④学校名・学年をお伝えください。
後援：岐阜市教育委員会

中学生夏のボランティア体験

対象者/市内在住・在学の中学生

自ら活動を選択し体験することで、様々な人と関わりながらボランティア活動への理解を深
め、自分たちが暮らしている地域や地域で活動している人々のことを知ることで、社会の中で
支え合う大切さや必要性を学ぶ機会となることを目的としています。
日 時

内

容

場

所

1

7月31日（水） ◦オリエンテーション
10：00〜11：30 ◦ボランティアについて

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）

2

8月1日（木） ◦ボランティア体験期間
施設や団体が行う高齢者・障がい者・子ど
～
活動によって異なります
もと関わるボランティアや地域でのボラン
8月23日（金）
ティア等を予定しています。

ボランティア体験の内容については社協ホームページのボランティアセンターの
ページでご確認いただくか、下記へお問い合わせください。
◎定員／20名
◎締め切り／7月18日 （木）
お申し込みの際は、①氏名②住所③電話番号④学校名・学年
⑤希望する体験をお伝えください。
（複数の活動を申し込むことができますが、体験できるのは1人1活動です。）

ボランティアに関するお問い合わせ・相談・各講座のお申し込みは

岐阜市社会福祉協議会 岐阜市ボランティアセンターへ！
TEL：255-5511 FAX：255-5512
岐阜市都通2丁目2番地

岐阜市民福祉活動センター 2階
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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 〜

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
における課題や目標に合わせた様々な活動が始まっています。
◦ 地区地域福祉活動計画作成の流れ

❶課題
整理

加納東支部

❷解決策
の検討

❸計画の
策定

❹事業
推進

お互い様の助け合い支え合いのできる町を目指して
加納地区の課題やニーズに対して今後の推進すべき活動についての基
本的な考え方を提示し、
「ふれあいを大切に、助け合い支え合いによりい
つまでも安心して暮らせる町」 実現に向けた計画を推進していきます。

▲ふれあい・いきいきサロン

厚見支部

手厚い地域

▲支え合いマップづくり

見守る地域

子どもと高齢者が繋がる校区事業など、住民や団体が協力して地域共
生社会の実現のために活動をしています。 助け合い見守りのまちづくり
へ協働を推進していきます。

▲ふれあい・いきいきサロン

早田支部

▲命のバトンづくり

みんなが集い、ふれあい、支えあえる地域をめざします
地域住民が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
ことが出来るよう、
「ふれあい・いきいきサロン」 をはじめ、
「早田にこに
こ助け合いの会事業」 等の各種事業を推進していきます。

▲ふれあい・いきいきサロン
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▲早田にこにこ助け合いの会

島支部

ふれあいのまち 島を目指して
当地区は人口増加が見込まれ、他の地域とは違った課題が出てきました。このよう
な状況のもと、
「ふれあい・いきいきサロン」をはじめ「島福祉大会」や3世代交流の「ふ
る里ふれ合い交流会」 など多岐にわたる地域福祉事業を積極的に推進していきます。

▲ふれあい・いきいきサロン

鷺山支部

▲ふる里ふれ合い交流会

声をかけ合い、誰もが安心して心豊かに暮らせるまち さぎやま
三世代誰もが住み慣れた 「鷺山」 で心豊かで健康的に生活ができる
福祉社会の実現を目指すために、交流の場でのふれあいや情報共有、
住民相互の見守り・支え合いを推進していきます。

▲ふれあい・いきいきサロン

成年後見制度

▲支え合いマップづくり

出前講座のご案内

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。
◆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。

◆お申し込み方法・お問い合わせ先
生活相談課 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。

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31年3月30日から6月12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を掲載しています。
（敬省略）

●福祉ボランティア基金へ
・岐阜切手研究会・・・・・・ 2,400円
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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認知症予防教室 〜簡単予防で脳すっきり〜

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 （5回連続コース）

日

程

8月22日㈭
8月29日㈭
9月12日㈭
9月19日㈭
9月26日㈭

内

容

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

◦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 8月1日 （木）

程

内

容

9月  3日㈫

笑って 心も体も 元気に笑いヨガ

9月10日㈫

免疫力アップ 自分でできる リンパマッサージ

9月17日㈫

元気・いきいき長寿の秘訣！〜食生活編〜

9月24日㈫

歌って 笑って こころ元気に

10月1日㈫

可愛い多肉植物の寄せ植え

◦時 間
◦場 所
◦参加費

午前10時〜11時30分
岐阜市民福祉活動センター （都通2-2）
5回目 （10月1日） は園芸につき、
材料費700円を自己負担いただきます。
◦申込締切 8月13日 （火）

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

程

8月27日㈫
9月10日㈫

◦場
内

容

フラダンスで足腰を元気に！

所 岐阜市民福祉活動センター （都通2-2）
時
間
申込締切
参加費

午後1時30分〜3時

無料

8月  6日㈫

④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

◦場

程

内

所

容

9月  4日㈬

健康寿命アップ！のためのレク・脳トレ・大道芸

9月26日㈭

ゆったりヨガで 心も体もリフレッシュ！

岐阜市民福祉活動センター （都通2-2）

時

間

申込締切

参加費

午前10時〜11時30分

8月14日㈬

無料

午後1時30分〜3時

9月  5日㈭

無料

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
【看護師】
資格 看護師または准看護師
月〜土曜日のうち週4日程度
時間 8時45分〜17時30分

訪問入浴サービス・臨時職員
【看護師・介護員・運転業務員】

訪問介護・臨時職員
【登録ヘルパー】

週1回でも
OK

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2級課程

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

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

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

訪問入浴サービス事業所 TEL 215-1905

福祉活動に活用できる会議室があります
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。
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週1回でも
OK

お問い合わせ先

中央センター TEL 255-5010
家庭での困りごとや心配ごとなど
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（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

⑤男のいきいき教室

男性集まれ！

◦日程・内容 （3回連続コース）
日

程

◦場
内

容

10月  2日㈬

れきし 唄 ものがたり 〜ギター弾き語り〜

10月  9日㈬

元気・いきいき長寿の秘訣！
！（食生活編）

10月16日㈬

足から元気に！

所 岐阜市民福祉活動センター （都通2-2）
時
間
申込締切
参加費

午前10時〜11時30分

9月11日（水）

無料

⑥介護予防教室 〜ケアハウスにて〜
◦日程・内容 （単発）
日

程

内

◦申込締切
容

各開催日の1週間前まで
時
間

◦参加費

無料
場

所

7月12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

シャローム・みわ（三輪774-2）

8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

ロイヤルコート寺田（寺田7丁目95）

9月27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）

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。

◦日程・内容
日

◦場

程

9月11日㈬

内

容

所

岐阜市民福祉活動センター （都通2-2）

時

お腹の元気力 〜知って得するよい菌の増やし方〜

間

午後1時30分〜3時

申込締切

参加費

8月21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…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認知症予防教室・②五感健康法教室・③転倒予防教室・
⑤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みえ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
※ただし⑤男のいきいき教室と⑥介護予防教室〜ケアハウス〜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
※お申込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。

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）
〒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
〒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

社協柳津支所・柳津センター
〒501-6121
岐阜市柳津町下佐波1丁目8番地
TEL 279-1800・FAX 279-1898

南部センター
〒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

訪問入浴サービス事業所
〒500-8887
岐阜市西野町六丁目北町9番地2
TEL 215-1905・FAX 215-1906

第68回 岐阜市身体障害者福祉大会
開催日
場 所

令和元年９月１日 10 時から
ぎふ清流文化プラザ 長良川ホール

協会会員大募集！！
身体障害者手帳をお持ちならどなたでも入れます。
お問い合わせは

岐阜市身体障害者福祉協会 TEL058（252）6691
掲載広告募集中！◦お問い合わせ先 総務課 TEL 255-5511
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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

鶉支部

南鶉サロン

●開 催 日／毎月第3木曜日（12月、3月を除く）
●開催場所／千種公民館
口腔機能訓練「パタカラ」と「天まで届け」体操で体をほぐした
後は、2つのゲームで盛り上がりました。

鷺山支部

ふれあいいきいきサロン（正木地区）

●開 催 日／年2回
●開催場所／正木公民館
お馴染みの清寝所ズンドコ節体操等を参加者全員で力一杯楽しみ
ます。この日は地元の中学校の合唱部が歌を披露してくれました。

京町支部

ふれあいサロン

●開 催 日／毎月第1水曜日（6月、12月を除く）
●開催場所／京町公民館
月に一回のふれあいサロン。大好評で毎回沢山の方が参加してい
ます。この日は4チーム対抗のゲーム大会で、とても白熱しました。

三輪北支部

西山中ふれあい・いきいきサロン

●開 催 日／年4回
●開催場所／西山中公民館
4月に新規開設されたサロンです。賑やかにおしゃべりも弾み、
「今日は、たくさん笑った。」等、うれしい感想をいただきました。

子育て支援サロン

柳津支部

●開 催 日／毎月第1金曜日（5月、1月を除く）
●開催場所／もえぎの里
0歳児とママとで参加。歌や手遊び、スキンシップで楽しみま
す。皆さん笑顔で参加されています。

12

2019 No.164

長良西支部

●開 催 日／毎月第1水曜日午前と第3水曜日午後（5月、1月の午前を除く）
●開催場所／長良西公民館
「プチまいまい」5月の様子です。平均10〜15組が参加してい
ます。妊婦さんの参加も呼びかけています。

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

Eメール office@gifushi-shakyo.or.jp

