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　　　 令和2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

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。

◦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
　・地区地域福祉活動計画策定支援事業
　・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
　・地域福祉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

◦地域における人材育成、参加促進事業
　・ふれあいサロン研修会
　・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
　・介護予防事業・家族介護教室事業
　・担い手育成と発掘の検討

地域福祉コーディネーター
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。

生活支援コーディネーター
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。

1 地域福祉推進の仕組みづくり
　地域福祉の充実と推進を図るため、岐阜市とともに策定した岐阜市地域福祉推進計画に位置付
けられた以下の重点項目を推進します。
・複合的な課題や制度の狭間にある様々な課題に対応するため、市と連携・協働して地域社会全体
で支える総合的な相談体制の構築に取り組みます。

・岐阜市社会福祉法人連絡会を設立し、法人間の連携・協働により複合的な生活課題の解決に取り
組みます。

・将来の地域福祉を支える若い世代の育成を図るため、福祉出前講座の整備など福祉教育の推進に
取り組みます。

2 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、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、迅速な相談対応を行い、いち早く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。

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安心して営むことができるよう、質の高いサービスの提
供に努めます。

重
点
目
標

▲支え合い活動実践者養成研修
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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

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。

◦訪問サービスの提供
　在宅の要介護・要支援、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

◦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、
問題を整理し解決していくことで、生活を立て直し
ていけるよう、特定非営利活動法人ぎふNPOセン
ターと一体となり、お手伝いします。

◦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適切にできな
い方々に対し、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の補助を行い
ます。

◦ボランティアセンターの運営
　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
　・福祉出前講座
　・ボランティア入門講座
　・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

◦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
　・岐阜市地域協議会運営事業
　・子どもの居場所づくり事業

◦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
福祉サービス等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。

◦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、一時的に資金が必要な低
所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に貸付を行い
ます。

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。

▲よつばクリスマス会

▲ボランティア塾
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法人全体
収入の部

法人全体
支出の部

総額
871,088千円

総額
871,088千円

会費収入 3.2％

寄附金収入 0.2％

法人運営事業
23.2％

地域福祉
推進事業
15.2％

老人居宅
介護等事業
11.8％

障害福祉事業 5.6％ ★1 社会福祉事業
★2 公益事業

★1★2

※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138,951千円です。

訪問入浴サービス事業
4.9％

居宅介護支援・
認定調査事業
29.2％

地域包括支援センター
中央北事業
7.3％

管理運営事業 2.8％

経常経費
補助金収入
10.4％

受託金収入
20.2％

貸付事業等
収入
0.2％

事業収入
0.2％

負担金収入
0.8％

介護保険事業収入
29.8％

障害福祉サービス等
事業収入 6.0％

受取利息
配当金収入
1.5％

その他の収入
0.1％

その他の
活動による収入
11.4％

前期末支払
資金残高
16.0％

法人内各事業間の内部取引を含みます。
令和２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。

　　　 令和２年度　岐阜市社会福祉協議会　予算

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
　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・地域福祉事業部会

◦財政の健全化
　・社協会費の募集
　・基金、積立金の安定運用

◦岐阜市民福祉大会の開催

◦広報啓発活動
　・社協だより（年4回発行）
　・ホームページ

◦団体事務への協力
　・共同募金会岐阜市支会
　・日本赤十字社岐阜市地区・委員部

　　　令和2年度　岐阜市社会福祉協議会　事業計画

▲岐阜市民福祉大会

社協ホームページ
http://www.gifushi-shakyo.or.jp
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▲ぎふしん愛の募金

　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。
　令和元年12月19日から令和2年3月27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
　・ぎふしん愛の募金	・・・・・・・・ 200,000円
　・株式会社市岐商デパート	・・・・・・ 50,000円
　・ユニー株式会社“小さな善意で大きな愛の輪”運動
　　　ピアゴ長良店	店長	笠野	朗	・・・・ 28,049円
　・株式会社美濃庄	・・・・・・・・・・ 13,832円
　・介護老人保健施設長良川ビラ	・・・・・7,847円
　・匿名	・・・・・・・・・・・・・・・・2,460円
　・岐阜市福祉体験サポーター会	・・・・・2,301円

　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。）

あたたかなお気持ちありがとうございます。

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。
　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
事業に活用させていただきます。

　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。心から感
謝いたします。
　皆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。

　皆さまからお寄せいただいた募金は、岐阜県共

同募金会を通じて令和2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。

令和元年度　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。

令和元年度　日赤社資に
ご協力いただきありがとうございました。

令和元年度
社協会費総額 28,075,760円

岐阜市地区総額 岐阜市支会総額

50,487,933円 58,767,617円

種　類 金　額
普通会費 22,027,860円
特別会費（個人） 2,554,900円
特別会費（法人） 2,536,000円
賛助会費（法人） 595,000円
施設・団体会費 362,000円

▲株式会社市岐商デパート
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市社協

地域包括支援センター

地域関係団体
（民生委員・自治会など）

三士会
（弁護士会・司法書士会・社会福祉士会）

中核
機関

民間団体・NPO法人など

岐阜市

家庭裁判所

地域連携ネットワーク

医療・福祉関係団体

岐阜市社会福祉法人連絡会（事務局：市社協）
・地域ニーズの把握
・所有する社会資源
・課題解決への取り組み　など

②社会福祉法人の
ネットワーク（共有）

社会福祉法人
（障がい）

地 域 課 題

社会福祉法人
（保育）

社会福祉法人
（児童）

社会福祉法人
（市社協）

社会福祉法人
（高齢）

①把握
③提供・支援

③提供・支援
③提供・支援

③提供・支援

③提供・支援③提供・支援

❷ 成年後見制度の利用促進を図る（仮称）岐阜市成年後見センターの設置

計画の策定には、市民の皆さんや支部などの様々な関係機関に関わっていただきありがとうございました。今後も、計画の実施には皆さまのご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

ひとり暮らし高齢者の増加 成年後見制度の促進を図る

岐阜市地域福祉推進計画を策定しました  （令和2年度〜令和6年度）
　地域の皆さまにご協力いただいたアンケートや団体ヒアリングなどの基礎調査を踏まえ、岐阜市地域福祉推進委員会における審議を経て、計画の策定をしました。地域福祉を推進する理想的な
まちづくりの姿を、主体となる市民と、活動を支援する市と市社協が共有できるよう基本理念を定めました。また、現状や課題を整理すると「人」「場」「体制」の3つの柱に関連づけられ、その柱
から施策を体系化し、課題の解決を図っていきます。

　超高齢社会や核家族化の進展、8050問題のような複数の分野にまたがる問題を抱える世帯の増加など、地域福祉を取り巻く環境は多様化かつ複雑化しています。こうした中、地域の人が抱える
困りごとを、団体や行政の垣根を超え、地域が一体となって受け止め、解決に向けて取り組む体制を作り上げるため、重点施策を位置づけし、次に掲げる4つの重点項目を推進していきます。

❶ 困りごとに対し、社会全体で支える総合的な相談体制の構築 ❸ 社会福祉法人の専門性・情報・場所を地域で活かす社会福祉法人連携・協働の基盤づくり

相談者が各機関へ個別に相談
地域のニーズ把握と
法人間の連携を推進関係機関が連携してチームで支援 岐阜市社会福祉法人連絡会設立 ▲設立に向けた勉強会の様子

❹ 地域福祉を支える担い手の育成と発掘

担い手の減少・少子高齢化 若い世代の担い手の育成 ▲福祉体験の様子

福祉
教育

地域での
活動

体験
活動

施策1-②　地域福祉を担う人材づくり

施策 1- ①　知るから始まる人づくり

施策 1- ③　地域組織・市民団体への活動支援

1つめの柱

「人」づくり

施策 2- ②　生きる力を育む場づくり

施策 2- ①　孤立を防ぐ場づくり

施策 2- ③　人の交流・つながる場づくり

2つめの柱

「場」づくり

施策 3- ②　困りごとに対応する体制づくり

施策 3- ①　身近な相談窓口の充実

施策 3- ③　災害時など緊急時の助け合いの体制づくり

3つめの柱

「体制」づくり

柱 施策

基 本 理 念

重 点 施 策

施 策 体 系

重 点 項 目

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

困りごとを受け止める体制づくり
〜地域共生社会の推進に向けて〜
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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 ～

◦ 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

長良東支部

長良西支部

長良支部

＂オール長良東＂みんなでつくろう 住みよいまち

この街はみんなが一つの大家族

長き良き　心のふるさとを

長良東は山と川、自然に恵まれ、公園や学園の多い地域です。地域住民組織である各種
団体とともに手を取り合いながら、「オール長良東」で地域福祉に取り組み、住民同士の
ふれあいを大切に、「ここに住んでよかった」と言えるような活気のある地域をめざします。

スローガンである「この街はみんなが一つの大家族」を柱に、各種団体と手を取り合い
活動しています。長良西地区の特性を生かしながら、さらなる地域活動の活性化と地域
福祉の向上をめざし、今後の事業の進め方を明確にするためにこの計画を策定しました。

長良地区の高齢化率が、岐阜市平均値より高く推移していることを踏ま
え、「仲間づくり」と「見守り機能強化」の2つの指標を掲げ、各種団体、
関係機関と協力し合い、地域福祉事業に取り組んでいます。

▲ふれあいいきいきサロン

▲一日福祉デイ

▲ふれあいいきいきサロン

▲命のバトンキット

▲生活習慣講習会

▲支え合いマップづくり

　地域の課題や目標に合わせた活動を推進するため、地域ごとの中長期的な計画として「地区地域福
祉活動計画」の策定が進められています。
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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 ～

〇〇病院

まずは気軽にお電話を岐阜市 生活･就労サポートセンター

くらしのこと
・生活が不安だけどどこに相談した
 らいい？
・病院に行きたいけれど
 保険証がない
・遺産相続でもめている
・家庭内に問題がある
・家族が引きこもっている

しごとのこと
・仕事が見つからない

・働きたいけど
 ブランクが
 あって心配

お金（家計）のこと
・子どもの学費が心配

・税金を滞納している

・借金の返済が大変

・電気や水道が

 止められている

住まいのこと
・家賃が払えない

・家を出なければならないが

 住むところがない

相談支援員があなたの
希望をよくお聞きし

あなただけの支援プランをつくります。

支援プランをもとに行政や民間の
支援機関とも連携･協力し
チームとして対応します。

解決した後も
相談支援員が
一定期間
フォローします。

困りごと
解決！

あなたに寄り添って
支援します

まずは
ご相談ください

相談無料
秘密厳守

☎058-265-3777

相談
そうだん

支援
し え ん

解決
かいけつ

行政関係
各課

生活
就労
サポート
センター

地域包括
支援センター

医療機関など
関係機関

こんなことで困っていませんか？

ボランティア活動保険は、ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや損害賠償責任を補償します。
補償期間は加入手続き完了日の翌日午前0時から、2021年3月31日午後12時までとなります。

社会福祉協議会の窓口で加入していただけます。
保険加入の際は岐阜市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（法人の場合は法人印）、
団体の場合は名簿（氏名・住所・電話番号の記
載があるもの）※今年度より上記のようにプランが変更に

なりました。

◦保険料（1名・年間） ◦加入手続きについて

【お問い合わせ先】岐阜市ボランティアセンター　TEL 255-5511

保険料

基本プラン 350円

天災・地震補償
プラン

500円

の加入を受け付けています「ボランティア活動保険」令和２年度
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◦日程・内容（全５回） ◦日程・内容（全５回）

◦日程・内容（全２回）	 ◦場所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）

①健康体操教室 〜今日からはじめる　健康づくり〜

②転倒予防教室 〜筋力アップで　転倒を防ぐ〜

日　　程 こんな方におすすめします！

6月23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。

7月  7日㈫

7月14日㈫

7月21日㈫

7月28日㈫

日　　程 こんな方におすすめします！

6月24日㈬
・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。

7月  1日㈬

7月15日㈬

7月22日㈬

7月29日㈬

日　　程 内　　容 時　　間 申込締切 参加費

6月15日㈪ ゆったりヨガで
　　　心も体も　リフレッシュ！ 午前10時〜11時30分 5月25日㈪ 無料

6月22日㈪

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

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。

頭すっきり、体しゃっきり介護予防教室のご案内 お申し込みは

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

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

昨年大好評だった、体力や年齢に合わせて運動して頂ける2つのコースを今年も設立しました！
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。
みなさん、一緒に楽しく体を動かしましょう。

じっくりコース！
おおむね75歳以上の方

はつらつコース！
おおむね65歳から74歳の方

TEL 255-5511
FAX 255-5512
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コミュニティバンク地域とともに

◦日程・内容（単発）	 ◦場所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）

◦単発	 	◦場所　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〜

日　　程 内　　容 時　　間 申込締切 参加費

6月  3日㈬ 音楽で　頭も心も　リフレッシュ！ 午前10時〜11時30分 5月13日㈬ 無料

6月19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29日㈮ 無料

日　　程 内　　容 時　　間 申込締切 参加費

6月11日㈭ こころとこころの架け橋講習
　　〜自助と互助の地域づくり〜 午後1時30分〜3時 5月21日㈭ 無料

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

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

◦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
 　　　　　　　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、③介護予防教室6月3日については定員50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 岐阜市社会福祉協議会　企画運営係まで　　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。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、教室の開催が中止になる可能性があります。

お申し込みについて
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社協支部活動

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

本郷支部　ふれあい・いきいきサロン
●開 催 日／毎月第３水曜日
●開催場所／本郷公民館

島支部　東島サロン
●開 催 日／毎月第３水曜日
●開催場所／東島公民館

長森東支部　わんぱくクラブ
●開 催 日／月2回（不定期）
●開催場所／長森東公民館　他

鏡島支部　長瀬ふれあいいきいきサロン
●開 催 日／不定期
●開催場所／鏡島公民館

芥見東支部　北山・東山ほっとサロン
●開 催 日／毎月第２金曜日
●開催場所／北山公民館

三輪南支部　みわっこすくすく
●開 催 日／毎月第3火曜日（休館日と重なる場合は第2火曜日）
●開催場所／北東部コミュニティセンター

ラジオ体操やお茶の時間、季節を感じられる遊びなどで楽しく
なる、和やかでアットホームなサロンです。

この日は都道府県ビンゴを行いました。グループ毎に都道府県名が
書かれた札を引き、ビンゴが近づくと盛り上がりが増していきます。

わんぱくクラブは、1〜2歳児、2〜3歳児と対象を分けて月1回ずつ開催し
ています。毎月、季節に合わせた行事を企画され、交流を楽しんでいます。

新規開設のサロンです。馬頭琴の生演奏、紙芝居、手遊びや歌で盛
り上がり、「楽しかった」「また来たい」と嬉しい感想を頂きました。

ボールの行方に皆が注目！レクリエーションを楽しんだ後の美味
しいお茶とおしゃべりが毎月の楽しみになっています。

みわっこすくすくは令和2年度で15年目の活動になります。人形
劇や、歌遊び、誕生会など楽しい企画で子育て支援をしています。

　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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