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　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・高齢社会の一層の進展や人口減少社会により、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た、様々な生活

課題や福祉ニーズが発生しています。そんな中、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、地域による助け合いや災害時の避

難支援体制の仕組みづくりがいっそう求められています。

　本会におきましては、地域福祉を推進する中核組織としての役割を果たすべ

く、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。

　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に深く感謝申し上げます。

普通会費	 20,896,460円
特別会費（個人）	 2,554,400円
特別会費（法人）	 2,536,000円
施設・団体会費	 358,000円
賛助会費	 595,000円

社協会費総額

（令和元年12月13日現在）

26,939,860円
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特別会員（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
医療法人社団慈朋会澤田病院

3口
朝日大学病院

2口
中日技研株式会社
岐阜なずな学園
操外科病院
株式会社戸羽新
福山通運株式会社岐阜支店
医療法人社団尚英会	岐阜南病院
大洋紡績株式会社
山田メディカルクリニック

1口
株式会社浅野鉄工所
株式会社クボタ	
岐阜観光索道株式会社
亀甲屋本舗有限会社
合名会社合羽屋葬具店
小畑ポンプ工業株式会社
株式会社十八楼
株式会社ケミック
川出医院
株式会社相宮工務店
玉井屋本舗
日建ヘルスメディカル株式会社
株式会社ホテルパーク
八百重製粉株式会社
株式会社河合銘木店
株式会社宮嶋商店
萬松館
菊花堂
医療法人ザ・ライフ国島歯科
酒井印刷
楽座接骨院
株式会社浅野商店
山兼株式会社
善光寺
伊奈波神社
石山泌尿器科皮膚科
いなば内科
角田接骨院
株式会社麸兵
特許業務法人オンダ国際特許事務所
髙佳会
株式会社オゼキ
有限会社宮本仏壇店
株式会社松原喜八総本場
中部電力株式会社
かき松
大野大佛堂
株式会社野々村葬儀社
高牟礼耳鼻咽喉科
杉山内科胃腸科クリニック
共和印刷株式会社
中島佛檀佛具店
有限会社更科
髙橋産婦人科
鶯谷中学・高等学校
株式会社丸岐林サービス
杉浦紙工株式会社
株式会社梅田商店
株式会社丸高果実
株式会社忠南製作所
円龍寺

1口
株式会社吉むら名産店
有限会社魚松
大野仏壇総本店
きしもと
株式会社ダブル・エディション
株式会社川甚
岐阜商工信用組合
株式会社松英組
弁護士法人森川・鈴木法律事務所
セコム株式会社中部本部岐阜支社
株式会社ヤツウメ
丸宮歯科
株式会社大垣共立銀行岐阜支店
株式会社大垣共立銀行岐阜駅前支店
ブリヂストンはぎの株式会社
岐阜スズキ販売株式会社
株式会社竹中スポーツ
株式会社不破
株式会社戸澤商店
野口産業株式会社
秋田歯科
伊東内科クリニック
松岡整形外科・内科・リハビリテーション	
ウスイ消防株式会社
株式会社大洞堂
岐阜日石株式会社
下野機械株式会社
棚橋耳鼻咽喉科
東栄電業株式会社
ながよ皮膚科クリニック
株式会社中野新聞舗
株式会社日本タクシー
株式会社清水スタジオ
株式会社イシイ
社会福祉法人瑞鳳会
東海労働金庫岐阜支店
株式会社伊藤食品
小島内科クリニック
藤沢酒店株式会社
瓶由株式会社	
丸陸運送合資会社
特種東海製紙株式会社岐阜工場
岡田内科
加納内科リウマチ科・糖尿病内科クリニック
よしだファミリークリニック
石川内科クリニック
アピス薬局
株式会社大島商会
株式会社昭和電機
医療法人慶睦会千手堂病院
有限会社千手堂野々村葬祭
山一電気株式会社
株式会社若原工機
矢島建設興業株式会社
株式会社山弘なまずや分店
十星商事株式会社
岐阜贈答株式会社
株式会社堀建材店
医療法人社団ともいき会小牧内科クリニック
加藤眼科
昭和コンクリート工業株式会社
日本通運株式会社岐阜支店
株式会社大山工業所
龍正寺
朝日大学PDI岐阜歯科診療所
イギン株式会社

1口
餃子の王将千手堂店
株式会社ライダース・パブリシティ
台湾料理本味軒
仲谷住宅株式会社
高橋建装
株式会社市川工務店
学校法人加納学園こばと幼稚園
栃井建設工業株式会社
株式会社大倉建築工業
天一株式会社
山口鋼業株式会社
医療法人社団いちだクリニック
岐阜電材株式会社
公益社団法人岐阜病院
社会福祉法人舟伏
藤沢工業株式会社
社会福祉法人岐協福祉会日野岐協苑
木地光設備有限会社
株式会社木の国
有限会社小関商店
郵便局（岐阜市内）
酒井電気工事株式会社
税理士法人戸田会計
崇福寺
株式会社大一プリント
株式会社太平洋久世製作所
竹村歯科医院
株式会社土本建設
中川会計事務所
長良川スポーツプラザ	レストラン杏
長良皮膚科
花屋のすぎやま
株式会社洋文社
米本歯科医院
株式会社ローブ
株式会社後藤塗装
吉田歯科
株式会社平成調剤薬局
波多野泌尿器科皮ふ科医院
岩砂歯科クリニック
高木医院
合資会社イング
長良西自治会連合会
朝日設備工業株式会社
医療法人社団登豊会近石病院
アジア原紙株式会社
丸栄石油株式会社
近藤ゆか耳鼻咽喉科
割烹さわだ	
医療法人芳潤会棚橋内科
デイサービスゆうらく
森実木材工業有限会社
株式会社下平
瓶寅建材株式会社
かわごえクリニック
株式会社電算システム
ハートランス株式会社
一般社団法人ぎふ綜合健診センター
岐阜北建設株式会社
大前医院
山口精機工業株式会社
鵜飼不動産株式会社
岐阜掛軸株式会社
株式会社洞田製作所
中日本防水株式会社
岐阜信号施設株式会社

1口
有限会社丸豊藤吉組
不破クリニック
中村歯科医院
松田歯科医院	
岐阜女子大学
有限会社安寿花咲小町	
株式会社春近製作所
有限会社中村土木
株式会社藤吉鉄工所
小川薬局
みわ眼科
株式会社岐阜文芸社
岐阜流通センター協同組合連合会
株式会社岐阜新聞社
株式会社十六銀行岐阜市役所支店
株式会社正気屋
富士ゼロックス岐阜株式会社
エヌアイ通信工業株式会社
安田株式会社
戸島工業株式会社
羽柴鋼業株式会社
株式会社安部日鋼工業
大東株式会社
東邦ガス株式会社岐阜営業所
日本蜂蜜株式会社
一般社団法人岐阜自家用自動車組合
日本ガード株式会社
株式会社津島建材
株式会社ナイスワーク
名光電気工事株式会社
伏屋社会保険労務士事務所
松村工業株式会社
中日本クリーナー株式会社
玉田建設株式会社
協同組合岐阜給食センター
株式会社コームラ
大建設計株式会社
田中社寺株式会社
サンメッセ株式会社	
特別養護老人ホーム養生訓園
つばさの会おおぞら
河村製紙株式会社
日東事務機株式会社
日新印刷株式会社
有限会社三進社印刷所
濃飛倉庫運輸株式会社
株式会社岐阜ガレーヂ
野村證券株式会社岐阜支店

　　　　　　　（順不同、敬称略）

合計255口、241特別会員
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第41回岐阜市民福祉大会を開催しました。
昨年10月24日（木）岐阜市民会館にて、岐阜市と共催で第41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います。（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
　　アピタ岐阜店	店長　古川	裕晃	・・・・・・・・・ 82,834円
　・須山　誠司	・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円
　・株式会社夢グループ　代表取締役　石田重廣	・・・ 13,226円

●福祉ボランティア基金へ
　・匿名	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,600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3台

あたたかなお気持ち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2名、社協支部役員23名、社会福祉施設等役職員30名、
　　　　		福祉ボランティア20名・1団体
　【感謝】社会福祉事業協助者1名・7団体、特別会員（法人）2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。

◆落語家　林家三平氏による記念講演
　「笑いと健康」と題して、講演と落語を聞かせていただきました。
　講演では、話だけでなく手の運動を交えたり、仕草を実演し客席にクイズを出すなど、会場が一体
となっていました。
　また、普段ではなかなか触れることのない生きた落語に、会場全体が笑いに包まれていました。

☆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。

◀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。

林家三平氏による
講演の様子▶
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赤い羽根共同募金にご協力
　ありがとうございました

　社会福祉法人清穂会は、多様な福祉サービスが利用者の意向を尊重し
て総合的に提供されるよう創意工夫をすることにより、利用者が、個人の
尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことが出来るよ
う支援することを目的として設立されました。
　キャッチフレーズ「人にやさしく、環境にやさしい」のもと”エコ清穂”
を実現し、これからも全ての障がい者が地域の人々と共に住み暮らせる街
づくりを進めます。

　共同募金会からの配分金により、使用済みウエス（機械類の油を拭き取ったり、汚れ・不純物などを拭き取
るための布）から細かい金属のゴミを検知する金属検出機（検針機）を購入させていただきました。検針機
の増設により、従事できる利用者が増え、仕事の幅が広がりました。また、生産量が増え利用者の工賃向上
に繋がります。
　この検針機を利用することにより、安全な再生ウエスを提供できることに大きな喜びを感じております。ご
寄附に対して感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

共同募金配分施設／社会福祉法人清穂会　石谷事業所
共同募金配分事業／金属検出機購入事業

皆様からのあたたかいご支援、ご協力をいただき、昨年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 42,498,681円

（令和元年12月13日現在）

配分レポート

ありがとうメッセージ

▲カラフルタウン岐阜にて
　柳津スポーツ少年団

▲FC岐阜　選手と一緒に募金活動

▲JR岐阜駅にて街頭募金

▲JR岐阜駅にて街頭募金

▲マーサ21にて　島中学校陸上部

▲JR岐阜駅にてボーイスカウト岐阜25団

▲金属検出機
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いつ起こるか分からない災害に備える地域づくり

地域福祉推進フォーラム2019

全国各地で災害ボラセンが設置され
本会職員が派遣されました

岐阜市社協における災害への備え　昨年は、台風15号・19号、10月からの大雨などの異常気象による被害が全国各地に
て相次ぎ、地震だけでなく、風水害への対策の必要性も強く呼びかけられました。
　こうした大規模な災害時には、社会福祉協議会が災害ボランティアセンター（以下、災
害ボラセン）を立ち上げ、ボランティアの受け入れや被災者のニーズ調査を行い、支援す
る側と支援を受ける側のマッチングを行います。

　岐阜市社協では被災時のボランティア活動が円滑に行われるよう、災害ボラセンの設
置・運営訓練を実施しています。

　このような備えをする中で、被災時に災害ボラセンを立ち上げ、運営することの難し
さや、繰り返し訓練することの大切さを実感します。
　また、地域においてもボランティアを受け入れる準備が必要ではないかと考え、今年
度の地域福祉推進フォーラムでは「地域における備え」に着目し、講演を企画しました。

被災地において、復興・再建を進める中には、多様なボランティアを受け入れる環境や知識＝「受援力」を高める必要があります。
今回のフォーラムでは、いざという時、地域においてボランティアを受け入れるために必要なヒントを学ぶ場として開催します。

講師紹介
　地元で発生した水害での被災経験や、中越大震災の際、ボランティア活動
に参加。その後「にいがた災害ボランティアネットワーク」の立ち上げに関わ
り、全国各地で公演・研修会・マニュアル策定や訓練監修などを行いながら、
災害時には災害ボランティアセンター設置運営を中心とした支援活動を行っ
ています。

　昨年11月2日（土）「令和元年度　災害ボランティアのつ
どい」を開催しました。
　午前中は「平成30年7月豪雨災害・関市に学ぶ」と題し
て、関市社会福祉協議会の職員と関市自治会連合会上之保
支部長に、被災時の様子や災害ボラセンの運営の流れ、課
題に感じたこと等をお話いただきました。
　午後からは、ボランティア役と運営者役に分かれて災害
時を想定し、災害ボラセン運営訓練を行いました。

　昨年11月28日〜12月3日、本会から職員が栃木県栃木市に派遣され、災害ボラセンの
運営支援を行いました。
　栃木市では台風19号の被害を受け、昨年10月14日に災害ボラセンが開設されまし
た。開設から約1か月半が経過し、ニーズも収束、災害ボラセンも縮小に向かっていまし
た。そんな中、東海ブロックから派遣された職員は、ニーズ班（ボランティアをお願いした
い方・活動したい方からの電話受付）、受付班、送り出し・資機材班に分かれて、災害ボラ
センの運営支援を行いました。また、被災現場に出向き、今後の生活支援を見据えた聞
き取り調査に同行しました。

　昨年10月20日（日）「岐阜市総合防災訓練」に参加しまし
た。芥見南・芥見東・藍川校区の自主防災隊の方々と協力し
て災害ボランティアセンター設置訓練を行いました。

●日　　時　2月14日（金）　
	 開会　午後2時〜4時（受付 午後1時30分）
●場　　所　グランヴェール岐山	（岐阜市柳ヶ瀬通6-14）

●内　　容　講演　「地域が支える・地域を支える
　　　　　　　　　～災害ボランティアの視点から～」
 講師　NPO法人にいがた災害ボランティアネットワーク
　　　 　　　　　　　　　　　　事務局長　李 仁鉄　氏
●定　　員　300名
●参 加 費　無料

●お申し込み期限　2月3日（月）
●お申し込み方法　電話またはFAXにて、①氏名②住所③電話番号をお伝えください。
●お申し込み先　地域福祉課　地域支援係　TEL 255-5511　FAX 255-5512

▲ボランティア活動の様子 ▲災害ボランティアセンターの様子
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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

三里支部

城西支部

西郷支部

支え合い　助け合い　つなぐ幸せ　三里

だれもが支え合い、心豊かに暮らせるまち、城西

三里地区では高齢化、居住者の流動化などに伴う地域の関係希薄化に対し、皆さんで連携し
てお互いに支え助け合うことの重要性が高まっています。「支え合い助け合いつなぐ幸せ三里」
を合言葉にふれあいのある三里を地域の皆さんと一緒に広げていきたいと考えていきます。

城西地区における高齢化等の課題に対し、住民が気軽に集えるサロン活動
の充実や見守り活動の推進、児童と高齢者のふれあい事業等、今後更な
る地域活動の活性化と地域福祉の向上を目指して計画を推進していきます。

西郷は22自治会を核として、地域のみなさんがいきいきと日々の生活が
送れ、連帯感をもって社会参画できるまちづくりを目的に活動していま
す。いつ来るか分からない災害には日頃のつながりが大切です。地域の
関係を強くすることで、明るく高齢者の住みやすい、子どもたちが元気
に遊べる地域を目指して計画の策定と推進をしています。	

▲三里支え合い会議

▲ひとり暮らし高齢者の集い

▲避難所開設訓練

▲会議で出た三里の良いところ

▲ふれあいいきいきサロン

▲計画策定打ち合わせ
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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、マスク、レッスンバック、エプロン、布袋類やクッキーやジャム、乾燥しいたけ、せっけん等、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。　（店内表示は税込み価格です）

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

子ども会、敬老会、地域の行事などの記念品等、
大量注文も承ります。お気軽にお問い合わせください。

友＆愛岐阜市福祉の店
マーサ21　３階
営業時間　10時～21時
☎（058）295－2315

会議室の利用案内について
岐阜市民福祉活動センターは福祉活動を目的とした会議や研修等に利用できる会
議室の貸出をしています。
＊社会福祉団体が使用される場合には、利用料金の減免措置があります。

※当センターの駐車場はわずかです。
（駐車台数20台）

　お越しの際は、なるべく公共交通機
関をご利用ください。

▲大会議室

▼備品の貸出も行っております
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

▲中会議室

▲センター案内図

▪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
▪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
※年末年始（12月29日〜翌年1月3日）
　を除く。
▪お申し込み・お問い合わせ
　2ヶ月先（当日を含む）まで
　予約できます。
　TEL	252-6690	または	255-5511	まで　
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◦日程・内容（単発）

◦日程・内容（単発）

①介護予防教室 〜活動的な生活を過ごすために〜

②介護予防教室 〜ケアハウスにて〜

日　　程 内　　容 場　　所 時　　間

2月19日㈬ 歌って	笑って	こころ元気に 岐阜市民福祉活動センター（都通2-2） 午前10時〜11時30分

日　　程 内　　容 場　　所 時　　間

1月23日㈭ 音楽に合わせて	筋力アップ！ ラ・ポーレぎふ（鏡島南1丁目2-33） 午後2時〜3時30分

2月21日㈮ イスに座って	楽らく体操 ウェルビュー明郷（真砂町1丁目20-2） 午後2時〜3時30分

◦定　員　50人　　　◦参加費　無料
◦申込締切　2月5日（水）

◦定　員　20人　　　◦参加費　無料
◦申込締切　各開催日の前日まで

◦対　　象	 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。
◦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。

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。

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 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

頭すっきり、体しゃっきり介護予防教室のご案内

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／TEL252-666１

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
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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

日常生活自立支援事業　生活支援員を募集します！

日常生活自立支援事業は、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、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。

生活支援員は、日常生活自立支援事業の担い手として、利用者の
自宅や入所中の施設等を訪問し、支援計画に基づき、福祉サービ
スの利用手続きや、生活費の払い出しなど日常の金銭管理等を支
援します。なお、初回相談から支援計画の作成、利用契約の締結
に至るまでの業務は、本事業の担当職員（専門員）が行います。

・市内在住で20歳以上70歳未満の方
・ボランティア活動や福祉に関心をもって活動していただける方

現在、民生委員・児童委員や介護職員として活動している方
は除きます。

・週に1回、1時間程度活動できる方
・本会が実施する説明会と面接を受けることができる方
※活動にあたっての留意点等は、説明会でご説明させていただき
ます。

1時間　1,000円（交通費含む）

◆日常生活自立支援事業とは・・・

◆活動内容 ◆お申し込み締切
1月	31日（金）

◆説明会
2月	6日（木）
午前10時から11時30分

◆面　接
2月	20日（木）
午前10時から

◆研修会
令和	2年	3月	19日（木）
午前10時から午後3時30分
※研修会は、説明会・面接後に生活支
　援員として登録された方が対象です。

◆説明会・面接・研修会の会場はいずれも
　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）

◆お申し込み・お問い合わせ先
岐阜市福祉サービス利用支援センター
TEL 252-6661　FAX 255-5512
①氏名	②年齢	③住所	④電話番号
をお伝えください。

◆応募資格

◆活動費
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白山支部　ほほ笑みサロン鳳
●開 催 日／毎月第4木曜日
●開催場所／ハートステージ鳳

長良西支部　若福サロン
●開 催 日／毎月第3金曜日（開催のない月あり）
●開催場所／若福公民館

厚見支部
●開 催 日／毎月第2・4金曜日
●開催場所／厚見公民館など

加納東支部　ふれあいいきいきロン
●開 催 日／毎月第一木曜日
●開催場所／加納東公民館

芥見支部　いこいの郷 みどりの家
●開 催 日／毎月第2・4火曜日
●開催場所／いこいの郷みどりの家

則武支部
●開 催 日／不定期
●開催場所／則武公民館

地域にある特別養護老人ホーム内の交流スペースにて実施して
います。公民館とはまた違った雰囲気の中、毎月楽しんでいます。

毎回、サロンの初めに「我ら人生60から」のテーマソングを歌います。互い
に教え合いながら、ツリーとサンタさんの折り紙工作に取り組みました。

「親子ふれあい教室マミーズ」は親子の交流の場、学びの場を目的
に毎月2回開催しています。季節に合わせた行事を企画しています。

サロンでは毎回、健康相談や健康講話、季節のおやつタイム、音楽療法な
ど、いきいきした暮らしのために必要な地域の集いの場を催しています。

昨年6月から新たに始まった集いの場です。月2回、カラオケやパ
ズル、卓球など、好きなことをしながら会話を楽しんでいます。

「子育て応援しますサロン」は、子育て中のお母さんが自由に集
まり交流できる場所を目指し、毎月楽しい企画を考えています。

　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、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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