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第41回

を開催します !
岐阜市民福祉大会

10月24日（木）
令和元年

○開場　午後１時
○開演　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）

落語家

林家 三平 氏

「笑いと健康」

※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。

※詳しくは２ページをご覧ください。

☆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！

日 時

場 所

記念
講演

入場
無料
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日 時

場 所

第41回 岐阜市民福祉大会
　岐阜市との共催で、第41回岐阜市民福祉大会を開催いたします。
　岐阜市民福祉大会では、長年にわたり地域や社会福祉事業において積極的に活動された方々や福祉
関係者の表彰のほか、社会福祉活動への協力をいただいた方々へ感謝状の贈呈を行っています。
　また、記念講演として、落語家　林家　三平さんにご講演いただきます。ぜひご来場ください。

　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）
　令和元年6月13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います。（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。

令和元年10月24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）

落語家

林家 三平 氏

テーマ

「笑いと健康」

※手話通訳・要約筆記あります。
※入場無料
※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。

・公益財団法人 田口福寿会 ・・・ 500,000円
・匿　名 ・・・・・・・・・・・ 100,000円
・株式会社美濃庄 ・・・・・・・ 10,820円
・岐阜切手研究会 ・・・・・・・・ 2,400円

昭和45年、東京都生まれ。
「昭和の爆笑王」 初代林家三平の次男、
祖父は七代目林家正蔵。
中央大学国際経済学科入学後、平成2年に
林家いっ平として落語家の修業に入る。
平成5年、二ッ目昇進。
平成14年9月下席より真打昇進。
平成21年3月二代　林家三平襲名。
現在、初代林家三平の資料館「ねぎし三平
堂」堂長を務める。
テレビ・ラジオ・CMでも活躍している。

プロフィール

開会
1．主催者あいさつ
2．市長表彰状の贈呈
3．市社協会長表彰状・感謝状の贈呈
4．来賓祝辞
5．記念講演
閉会

記 念 講 演

【
プ
ロ
グ
ラ
ム
】

▲昨年の表彰の様子
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している
74％

していない
21％

検討している
5％

場所の提供
25％

食事の提供
等　10％

人材の提供
10％

知識と技術
の提供
17％移動支援

3％

就労の場の提供
10％

緊急一時的な
宿泊先の提供
12％ その他

10％

金銭的支援　3％

　公益的な取組（地域の生活課題や住民の困りごとを解決する仕組みづくり）が、社会福祉法人の役
割として、平成28年改正社会福祉法に明確化された中、市内の様々な分野の社会福祉法人が連携・協
働した基盤づくりを目指しています。

　地域の複雑なニーズに対応し、地域共生社会の実現に向けて推進するた
めには、分野を超えた横のつながりを作ることが必要だと考え、複数法人間
の連携・協働による取組を目指して、岐阜市社会福祉法人連絡会（仮称）設
立に向け事業を展開しています。
　7月22日には平成19年より福祉関係団体等連絡協議会を設立し、法人間
の連携・協働に取組まれている、高山市社会福祉協議会の小峠常務理事兼
事務局長をお招きし、勉強会を行いました。

社会福祉法人が連携した 新たな公益的取組に向けて

　社会福祉法人のつどいでは、「地域における公
益的な取組」に関する制度説明や、実施アンケート
の報告、すでに取り組まれている公益的な取組事
例発表を行いました。
取組事例
・ 社会福祉法人千代田会
  ［地域交流事業や施設開放等の取組について］
・ 社会福祉法人岐阜老人ホーム
  ［岐阜市社協等と連携した子どもの居場所づくりについて］

○実施している取組
•地域行事への参加　•福祉避難所　•認知症カフェ
•施設内スペースの開放　•子育て支援サロンの実施
•ふれあい・いきいきサロンへの協力  等

多くの法人で施設内のスペースを活用した場所の
提供や、専門性を活かした知識と技術の提供が多
くあげられました。

法人内では
『地域におけ
る公益的な取
組』をしてい
ますか？

地域における課題や支援を必要とする方
に対して、できることはありますか？

（複数選択可）

取組経過
平成30年9月〜10月
　岐阜県及び岐阜市所管の市内社会福祉法人
　を対象としたアンケートの実施 （回収率43％）
平成30年12月18日
　“社会福祉法人のつどい”の開催
　※地域と協働した取組についての勉強会

アンケートの実施（一部紹介）

岐阜市社会福祉法人連絡会（仮称）設立に向けて

参加者の意見・感想
・意義のある会議だった。何かあれば協力したい。
・法人同士のつながりが少ないので、良い機会だった。
・実施に向けて提案をいただければと思う。
・職員が参加できる会議等があると良い。

Q

Q
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（被災）
住民地域

住民・
ボランティア

活動者

災害ボランティアのつどい

災害ボランティアセンターとは
　災害ボランティアセンターは、災害時に設置される被災
者を支援するための活動拠点です。
　個別、多様・柔軟に支援するために様々な役割があり、
その１つに「つなぐ」 役割があります。行政では対応で
きない多様なボランティアニーズに対し、「被災地のために
何かできることをしたい」という想いを持った方々（災害
ボランティア）が集まります。
　災害ボランティアセンターの主な役割は、
（１）各地区の被災状況収集（被災住民ニーズ）
（2）災害ボランティア募集などの情報発信
（3）災害ボランティア受付
（4）被災住民のニーズに基づく災害ボランティアの調整
　被災地でのボランティア活動を円滑に実施するため、ボ
ランティアを必要とする人と、ボランティアをしたい人の
想いをつなぐ場所です。

被災住民・ボランティアを支える仕組み

  支援が必要な情報
（情報収集・依頼）
  住民参画

支援活動
ネットワーク
継続的な関わり

・支援ニーズ把握
・支援活動企画
・活動調整
・支援活動連携

＊福祉関係・地縁組織・行政
＊福祉以外の地域の様々なネットワーク

災害
ボランティア

センター

　岐阜市において、大規模な災害が発生した際、岐阜市社会福祉協議会では市と協議の上、災害ボランティ
アセンターを立ち上げます。
　災害の規模により、災害ボランティアセンター本部のほか支所（サテライト）の設置・運営が想定されます。
　被災状況により、災害ボランティアセンター設置・運営にボランティアや地域の方の協力が必要となるた
め、災害ボランティアセンター運営のサポートをしてくださる方の演習の場として本つどいを開催します。

お申し込み方法：電話またはFAXにて、①氏名②住所③電話番号④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
お申し込み期限：10月23日（水）

令和元年11月2日（土）
午前10時30分〜午後3時30分
午前　〜平成30年7月豪雨災害・関市に学ぶ〜
　　　●関市災害ボランティアセンターの活動について
　　　　　 関市社会福祉協議会　職員
　　　●災害ボランティアセンターと地域をつなぐ
　　　　　 関市自治会連合会上之保支部
　　　　　　　　　　　　　　　 支部長　長尾　始　氏
午後　災害ボランティアセンター設置・運営訓練

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）

災害ボランティア活動に興味関心のある方

50名（申込多数の場合は抽選）
※場合により、内容が変更になることがあります。

日　時

内　容

場　所

対　象

定　員

▲昨年の運営訓練の様子
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※このようなことはお手伝いできません。
・洗濯、買い物、介護、看護、通院の付き添いをする。
・福祉サービス利用などの契約時に保証人になる。
・ご本人に代わって福祉サービス利用などの契約書に署名する。
・不動産や預貯金の資産を運用、管理する。

　認知症や知的障がい、精神障がいなどのために、ご自身の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。

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）のご案内
　教育支援資金は、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に
ついて、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。
※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。

◆貸付利子　　無利子

◆教育支援資金の種類及び貸付内容

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

生活相談課　生活相談係　TEL 255-5511

※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。

　他にも条件がありますので、お問い合わせください。

※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・・・

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

利用料

お問い合わせ先

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

資金種類 貸付上限額 貸付期間 償還期限

教育支援費

次の学校に就学するのに必要な経費
（授業料、通学定期代等）
　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

最短修業年限が貸付期
間です。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、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
（入学金、教科書代、制服代等）
　　　　　　　　　　　 　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
お手伝いとは？

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、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する
サービスとは？

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
お手伝いとは？

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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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～ 実施期間　10月１日～１２月３１日

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、10あります。
脳トレに、家族のコミュニケーションに♪

共同募金
目 標 額
【岐阜市支会】57,746,200円

街頭募金ボランティアの参加者募集！
〜 寄附する人も、募る人もボランティア 〜
　共同募金会岐阜市支会では、今年も街頭募金を行います。
　下記のとおり、街頭募金で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、ご連絡ください。
　また、グループ・団体、学校、職場などでの参加もお待ちしています。

★と き　10月1日（火）　9時30分〜10時15分
 10月5日（土）、6日（日）　①10時30分〜　②11時30分〜
 ③13時30分〜　④14時30分〜　⑤15時30分〜
★場 所　JR岐阜駅
※詳細は、共同募金会岐阜市支会にお問い合せください。

赤い羽根のどうして？！
Q．1 どうして赤い色なの？

「赤い羽根」は、勇気と良い行
いのシンボルだからです。

Q．2 いつから始まったの？
日本の「赤い羽根共同募金」は、今から70年以
上前の1947年にはじまりました。
太平洋戦争がおわって、焼け野原でたくさんの
人たちが苦しんでいるなかで、助けあいの「赤
い羽根共同募金」がはじまりました。最初は、
戦争で家や家族をうしなった子どもたちのた
めに、寄附が役立てられました。だれもが苦し
い生活でしたが、5億円をこえる寄附が集まり
ました。

Q．3 募金のお金はどんなことに使われるの？
「ボランティア活動」や「高齢者、障がいのある
人」などの支援に役立てられます。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。

Q．4 どうして「赤い羽根共同募金」をするの？
私たちのすむ町には、高齢者や障がいのある
人、子育て中の人など、くらしていくのに助け
が必要な人たちがいます。みんながくらしやす
くなるお手伝いをす
るために、みんなで
ちょっとずつ助けあ
う。それが「赤い羽根
共同募金」です。

▲写真は昨年の街頭募金の様子です。

※こたえは7ページ
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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～ 実施期間　10月１日～１２月３１日

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 〜

57,746,200円

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。街頭募金ボランティアの参加者募集！

〜 寄附する人も、募る人もボランティア 〜
　共同募金会岐阜市支会では、今年も街頭募金を行います。
　下記のとおり、街頭募金で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、ご連絡ください。
　また、グループ・団体、学校、職場などでの参加もお待ちしています。

★と き　10月1日（火）　9時30分〜10時15分
 10月5日（土）、6日（日）　①10時30分〜　②11時30分〜
 ③13時30分〜　④14時30分〜　⑤15時30分〜
★場 所　JR岐阜駅
※詳細は、共同募金会岐阜市支会にお問い合せください。

〜 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
出てくる募金箱です。何が出るかはお楽しみ！

身
近
な
と
こ
ろ
で

ご
協
力
く
だ
さ
い

※
令
和
元
年
度
　
赤
い
羽
根
共
同
募
金
ポ
ス
タ
ー
で
す
。

地域のイベントに出張しています。

「
ま
ち
が
い
さ
が
し
」
の
答
え
　
①
絵
の
鳥
の
向
き
　
②
鍋
の
ふ
た
　
③
お
肉
を
盛
っ
た
皿
の
葉
の
数
　
④
食
卓
の
長
さ
　
⑤
食
卓
の
左
の

椅
子
の
背
も
た
れ
　
⑥
猫
の
エ
サ
　
⑦
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
右
手
　
⑧
右
上
の
照
明
　
⑨
冷
蔵
庫
の
真
ん
中
の
ひ
き
だ
し
　
⑩
赤
ち
ゃ
ん
の
口
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私のまちの ふくし プラン
地区地域福祉活動計画

～ 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 ～

　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

❷解決策
　の検討

❸計画の
　策定

❹事業
　推進

木之本支部

岩野田北支部

三輪南支部

安心・安全で　住み良い、住みたいまち　きのもと

ともに支え合い　住み慣れた地域で　安心して暮らせるまち

手をつなごう　安心と活力が生まれる　しあわせのまちづくり

今、地域では年代や立場など様々な
人々が、皆さん幸せに安心して暮らし
たいと願っています。当地区では同じ
地域で生活している人がお互いに励ま
し合い、協力し合い、子どもたちが元
気に笑い、地域のみなさんがいきい
きと健康的で自立した生活を送れるよ
う、どんなことができるのか試行錯誤
しながら活動していきます。▲ふれあい・いきいきサロン

いつまでも安心して暮らせるまちを目標に、地域交流の拡充・見守り活
動の強化・人材育成・集いの場の充実の視点から、ちょっとした困りごと
を気軽に相談し合えるような優しいまちづくりを推進していきます。

▲支え合いマップづくり ▲子育て支援サロン

当地区は、豊かな自然環境や細やかな人情にあふれた地域です。各種団
体の協力を得ながら、地域住民が共に支え合い、安心して心豊かに暮ら
しやすい環境づくりを目指して活動していきます。

▲支え合いマップづくり ▲子育て支援サロン
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私のまちの ふくし プラン
地区地域福祉活動計画

～ 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 ～

福祉出前講座

ふ だんの

く らしの

し あわせ

▲1日目のオリエンテーションの様子

▲2日目のボランティア体験の様子
（左から「多胎児サークルG・ツインズ」「加納東いきいきサロン」「Oneぱくキッチン」での活動）

令和元年度  中学生夏のボランティア体験を実施しました！

生徒からの感想

・車いすに乗っている人は、少しの段差や坂
道でも大変な思いをしていることがわかり
ました。優しく接したいです。

（小学4年生　車いす体験）

・高齢者だけでなくどんな人でも、困ってい
るひとがいたら、自分のできる限りの行動
をしたいと思った。

（中学3年生　高齢者疑似体験）

●おじいちゃんやおばあちゃんと話をすることが初めて
で、緊張したけど、みんな楽しそうだったので、自分
まで嬉しくなりました。またボランティアに参加した
いです。	 （参加した中学生の声）

■中学生が参加してくれたことで、サロン参加者の表情
がいつもより明るいように感じました。

■ボランティア体験を通して、私たち団体や活動のこと
を知ってもらえて良かったです。

	 	 （受け入れ団体・施設の声）

　50名の中学生が夏のボランティア体験に参加しました。
　1日目は、7月31日にオリエンテーションを開催しました。ボランティア活動を行う上で
の心得について理解を深めた後、一緒に活動する参加者と「参加のきっかけ」や「活動の
目標」についてグループワークを行いました。
　2日目は、8月中に8団体・施設にご協力をいただき、1人1活動ずつ、それぞれ自分で
希望したボランティア体験活動を行いました。

　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。小学校・中学校・公共団体等で子どもから大人まで幅広い方々に、車いすやアイマスク、
高齢者疑似体験を行っています。身体の不自由な方々の普段の暮らしを知ることによって、相
手を思いやる「ふくしの心」を伝えています。
　体験が安全に、そして充実したものになるようにボランティアグループ「岐阜市福祉体験サ
ポーター会」や社協支部の方や地域の方、PTAの方々にご協力を頂いています。
　体験後は身の回りの不便なことに気付き、どのように声をかけたらよいかを考える良い機会
になっています。今後も皆さんの「ふだんのくらしのしあわせ」のために講座を行っていきます！

鶯谷中学校　福祉講話

黒野小学校　車いす体験

生徒からの感想

市橋小学校　高齢者疑似体験
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教室のお申込み
お問い合わせは

日　　程 内　　容
11月11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18日㈪
11月25日㈪
12月  2日㈪
12月  9日㈪

日　　程 内　　容 
11月  7日㈭ 歌って　笑って　こころ元気に
11月14日㈭ 免疫力アップ！自分でできるリンパマッサージ
11月21日㈭ 元気・いきいき長寿の秘訣！！〜食生活編〜
11月28日㈭ 笑って　心も体も　元気に笑いヨガ
12月  5日㈭ 寒さに負けず咲く花の寄せ植え

◦日程・内容（全5回） ◦日程・内容（全5回）

◦日程・内容　（全2回）

◦日程・内容（単発）

①認知症予防教室 〜簡単予防で脳スッキリ〜 ②五感健康法教室 〜五感を刺激し、健康に〜

③転倒予防教室 〜筋力アップで転倒を防ぐ〜

④介護予防教室 〜活動的な生活を過ごすために〜

日　　程 内　　容 時　　間 参加費 申込締切
10月18日㈮ ホッと一息　癒される秋の寄せ植え 午前10時〜11時30分 材料費700円   9月27日㈮
11月27日㈬ 足から元気に！ 午前10時〜11時30分 無料 11月  6日㈬
12月20日㈮ 音楽で　頭も心も　リフレッシュ！ 午前10時〜11時30分 無料 11月29日㈮

日　　程 内　　容 時　　間 参加費 申込締切
10月29日㈫

立つのが楽な姿勢を作りましょう！ 午後1時30分〜3時 無料 10月  8日㈫
11月12日㈫

◦場　所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）　　◦定　員　30名

◦場　所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）　　◦定　員　30名

◦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21日（月）

◦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　12月5日は園芸につき、材料費700円
◦申込締切　10月17日（木）

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（直通）
 　※来所相談です。

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

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。

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
中央センター TEL 255-5010

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
訪問介護・臨時職員
【登録ヘルパー】

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
月〜日曜日の7時〜19時のうち
1時間以上活動できる方

訪問入浴サービス・パート
【看護師】

看護師または准看護師
月〜土曜日のうち週4日程度
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】

①看護師／看護師または准看護師
②介護員／ホームヘルパー養成研修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
いずれも月〜土曜日のうち週1〜2日程度

資格資格

時間
時間

職種
資格

時間
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。

週1回でも
OK

週1回でも
OK

頭すっきり、体しゃっきり介護予防教室のご案内
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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　TEL 255-5511

教室のお申込み
お問い合わせは TEL058-255-5511

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。家族介護教室のご案内

◦日程・内容（単発）

◦日程・内容

⑤介護予防教室 〜ケアハウスにて〜

日　　程 内　　容 時　　間 場　　所
10月  4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）
10月  8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 大洞岐協苑（大洞3丁目3－1）
10月10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）
10月21日㈪ イスに座って　楽らく体操 午後  2時〜  3時30分 黒野あそか苑（黒野404－1）
10月28日㈪ ADL体操で　笑顔で　健康いつまでも 午後  2時〜  3時30分 エトワールずいこう（奥1丁目95）
11月20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）

日　　程 内　　容 時　　間 参加費 申込締切
11月19日㈫ 肩・背中に触れ　ストレスを緩和し　心を癒そう 午前10時〜11時30分 無料 10月29日㈫

◦場　所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）　　◦定　員　30名

◦定　員　20名　　◦参加費　無料　　◦申込締切　各開催日の1週間前

◦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認知症予防教室・②五感健康法教室・③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。

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

お申し込みについて
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社協支部活動
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華陽支部　いきいきサロン
●開 催 日／概ね毎月第3水曜日
●開催場所／華陽公民館

黒野支部　五月町いきいきふれあいサロン
●開 催 日／毎月第3木曜日
●開催場所／五月公民館

金華支部
●開 催 日／年8回
●開催場所／金華公民館

合渡支部　れんげの郷
●開 催 日／毎週水曜日
●開催場所／れんげの郷（空き家活用）

網代支部　下雛倉サロン
●開 催 日／毎月第2金曜日
●開催場所／下雛倉公民館

鷺山支部
●開 催 日／毎月第2木曜日
●開催場所／主に鷺山子ども館

地元の女声コーラスサークルの皆さんを招き、童謡唱歌や懐か
しい歌を唄い、楽しみました。

今回は認知症予防について学びました。頭と体を使った運動はなか
なか難しくて、先生と一緒に沢山笑って楽しく汗をかきました。

0〜1歳児を対象に「親子ふれあい教室」を開催。8月に教室を卒業
した後は、引き続きサークルとして仲良く集まって遊びます。

三世代交流として、地域の保育所から小さなお客さんが遊びに
来てくれました。可愛らしいお遊戯に皆の笑顔が溢れました。

地域の方々が集まり、介護予防を目的とした体操や筋トレをしています。
後半は茶話会を行い大切な地域の情報交換の場となっています。

「さぎっ子くらぶ」は未就園児を対象に、主に鷺山子ども館で開催されてい
ます。この日は別会場でしたが、親子でバランスボールを楽しみました。

　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、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

  子育て支援サロン
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