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社協は地域住民の皆さんとともに、誰もがいきいきと安心して暮らせる地域を目指し、
福祉のまちづくりを進めてきました。（詳しくは2～3ページをご覧ください）
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“コロナに負けない”まちづくりを目指して

　現在、新型コロナウイルス感染防止のため、地域における活動は制限されている状況に
あります。
　しかし、そのような中でも心と心の距離が近づけられるよう、コロナ社会を生き抜く新し
い生活様式を実践し、未来の豊かな“つながり”をともに築いて参りましょう。

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。
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令和元年度主な事業報告
〜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することができました。

地域福祉推進事業
◦地域支え合い活動コーディネート事業
◦岐阜市支え合いの仕組みづくり推進事業
◦岐阜市地域福祉推進計画の策定
◦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 （21支部）
　・支え合いマップづくり推進事業 （22支部）
　・緊急医療情報キット（命のバトン）普及事業 （21支部）
　・支部福祉委員役割リーフレット作成の支援（1支部）
　・地区地域福祉活動計画策定支援事業 （8支部）
　・地域福祉・生活支援拠点運営費助成事業（2支部）
　・生活支援サービス（助け合い活動）運営費助成事業（4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（2支部）
◦地域福祉推進フォーラムの開催（152名参加）
◦出会いと学びの講座（35名参加）
◦地域福祉推進研修会の開催（延べ647名参加）
◦地域福祉推進委員会の開催
◦福祉機器（車いす）配備・貸出事業
◦金婚祝い贈呈事業
◦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

【ボランティアセンター事業】
◦ボランティア情報紙「ボランティア案内板」の発行（年12回）
◦ボランティア交流会の開催 （38名参加）
◦ボランティア・市民活動フェスティバルへの参加
◦福祉講話・車いす体験等福祉出前講座（32件依頼）
◦ボランティア塾の開催（延べ60名参加）
◦ほのぼのボランティア塾の開催（49名参加）
◦中学生夏のボランティア体験（53名参加）
◦災害ボランティア交流会（延べ76名参加）

▲支え合いマップづくり推進事業

▲子どもの居場所づくり事業

▲災害ボランティア交流会

　各地域での生活課題を地域住民の見守り・助け合い活動により解決することができる取組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行いました。
　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、地域の社会福祉法人が「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行いました。

　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
せて対応することで、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した。

　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した。

❶ 地域福祉の仕組みづくり

❷ 生活相談・支援体制の充実

❸ 在宅福祉サービス事業の資質向上

◦ボランティア窓口連絡会の開催
◦ボランティア活動保険の普及 （15,151名加入）
◦ボランティアセンター運営委員会の開催
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法人運営事業

在宅福祉サービス事業

◦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）

【生活相談事業】
◦心配ごと相談 （相談83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71件）
◦法人後見事業（受任件数3件）
◦日常生活自立支援利用料助成事業

【受託事業】
◦支え合い活動実践者養成事業（参加者数57名）
◦岐阜市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（34施設　延べ371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106件）
◦成年後見制度利用促進事業（相談　延べ51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・家計改善支援事業（相談件数5,160件）

◦訪問介護事業等における独自サービスの提供
　（利用者数111名）

【介護保険事業】
◦訪問介護事業〔ヘルパーの派遣〕
　（利用者数1,385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1,756名）
◦訪問入浴介護事業（利用者数168名）
◦居宅介護支援事業〔ケアプランの作成〕
　（利用者数7,094名）

【障害福祉サービス事業】
◦居宅介護、重度訪問介護事業〔ヘルパーの派遣〕
　（利用者数811名）
◦同行援護事業〔ガイドヘルパーの派遣〕
　（利用者数106名）
◦特定相談支援事業〔サービス利用計画作成〕
　（利用者数1,052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77名）
◦訪問入浴サービス事業（利用者数194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2,741件）
◦要介護認定調査事業（調査件数7,303件）
◦岐阜市高齢者等実態調査事業（調査件数500件）

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。

▲介護予防教室

▲共同募金運動
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収入
655,393千円

経常経費補助金収入
104,637千円
（16.0％）

法人運営事業
132,895千円
（20.3％）

地域福祉推進事業
182,497千円
（27.8％）

在宅福祉
サービス事業
340,001千円
（51.9％）

A
BC

受託金収入
157,519千円
（24.0％）介護保険事業収入

254,428千円
（38.8％）

障害福祉サービス等
事業収入
53,985千円
（8.3％）

支出
655,393千円

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。

収入の部

A 会費収入 28,076千円（4.3％）
B 寄附金収入 1,546千円（0.2％）
C その他の収入 55,202千円（8.4％）

支出の部

令和元年度資金収支決算報告

　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2年3月28日から令和2年6月8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
　・櫻井 朔子 ・・・・・・・・・・・ 300,000円
　・後藤 正明 ・・・・・・・・・・・・ 50,000円

●寄贈品
　・井深 勝治 ・・・・・・・・・・ マスク 260枚
　・後藤 正明 ・・・・・・・・・・ マスク 200枚
※寄贈いただいたマスクは社協事業にて利用させていただきます。

　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
状などの印刷を承ります。（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

▲後藤様（写真中央）
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〜誰もが安心して暮らせる
　　市民が主役のまちづくりを目指して〜

　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。
　事業の趣旨にご理解とご賛同いただき、社協会費にご協力よろしくお願い致します。

皆さまからの会費

地域住民

皆さまの会費はこのように活用されています

住民参加

岐阜市
社会福祉
協議会

会費種別 会費（年額）

普通会費（個人） 一口    200円 各世帯にご協力をいただいている会費です。

特別会費（個人） 一口  1,000円 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（法人） 一口 10,000円

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 一口  3,000円 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。

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）

　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。　

◎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

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

皆さまのご協力よろしくお願いします

地域福祉活動
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生活支援コーディネーターが地域の支え合いの仕組みづくりをお手伝いしています

協 議 体

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みました

① 課題見つけ

② 実現に向けた話し合い

生活支援コーディネーター
社協の地域福祉

コーディネーターが
兼務

具体的には…
　・住民の方へアンケート、困りごとを把握
　・地域の介護施設・喫茶店・商店などへ
　　聞き取り調査
　・地域の関係団体、組織へ協力依頼
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

協議体（日常生活圏域協議体）とは、
住みよい暮らしを実現するために、地
域住民と福祉関係団体が一緒になって
話し合う、支え合いの地域づくり会議
です。

1　我がまちのいいところ
2　我がまちの気になるところ
3　こんなものあったらいいね
4　自分たちでできること

住みなれた地域で、自分らしく暮らして
いけるよう、安心して住みやすいまちづ
くりを目指し、サポートしています。

（事務局：地域包括支援センター）

（ ）

高齢者等の交流・つながりの場づくり

買い物
支援づくり

明徳地区

岩野田地区

芥見地区

喫茶店を使ったサロンの実施

団地の集会場でサロンに合わせた移動販売の実施

社会福祉法人の空き家を利用したサロンの実施

公民館だけじゃない、身
近で気軽に参加できるサ
ロンをつくれないかな。

店も遠く車にのれ
なくなり、なかなか
買い物に行けなくて
困ったな。

施設所有の空き家を活用して
何か地域おこしの事業に使え
ないかな。
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生活支援コーディネーターが地域の支え合いの仕組みづくりをお手伝いしています

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みました

高齢者等の交流・つながりの場づくり

三輪南地区早田地区

木之本地区 長良東地区

合渡地区 三里地区

地元農家とコラボした移動販売の実施地域内の２か所で移動販売の実施団地の集会場でサロンに合わせた移動販売の実施

隔月で地域の喫茶店や施設を使ったサロンの実施 3世代交流を目的としたウォーキングイベントの実施

空き家を活用した３世代交流の実施 地域の診療所と協働した集いの場の実施

地元の農家さんも大事
にしながら、地産地消
の買い物支援、町おこ
しができないかな。

大型スーパーまで遠く
て、高齢者はなかなか
一人で買い物に行くこ
とができないな。

店も遠く車にのれ
なくなり、なかなか
買い物に行けなくて
困ったな。

地域を盛り上げるような
楽しいイベントを計画し
て、みんなで地域づくり
ができないかな。

より多くの人に地域参加してもら
うために、色々な場所で定期的に
サロンが開催できないかな。

古民家サロンを高齢者だ
けではなく、子どもたちと
の交流もはかれるスペース
にしてはどうだろうか。

人の集まる場所が沢山あ
れば、地域の中で、交流
がもっと増えるんじゃな
いかな。
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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

金華支部

木田支部

岩野田支部

みんながふれあい　支え合って生きる金華のまち

やさしい気持ちと　笑顔でつくる　小さな手助けのまち　木田

みんなが笑顔で支え合う　いわのだ

金華地区を取り巻く地域課題やニーズに対し、助け合うこと、育てること、備えること
という3つの視点を通して、仲間づくりの強化を目指します。そして少しでも長く住み
慣れた地域で暮らしていけるような、豊かであたたかな金華のまちづくりを推進します。

少子高齢化や核家族化が進む中で、木田地区においても多くの課題が増えてき
ました。地域住民が中心となって、お互いに支え合い、助け合って、健康で楽し
く生活できるよう、各種団体のご協力を得て、計画の策定と推進をしていきます。

岩野田支部では「みんなが笑顔で支え合ういわのだ」 を目標に、岩野
田に住む地域の皆さんが様々な垣根を越えてお互いにちょっとした困りご
とを気軽に相談できる関係づくりを目指しています。

▲介護予防教室

▲手助け活動（資源分別回収）

▲ふれあいいきいきサロン

▲子育てサロン

▲ふれあいいきいきサロン

▲ひとり暮らし高齢者のつどい

　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。

2020 No.1688



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 ～

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

主に休業された方向け（緊急小口資金）

主に失業された方等向け（総合支援資金） ※

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。

■対象者
　新型コロナウイルスの影響を受け、
休業等により収入の減少があり、緊急
かつ一時的な生計維持のための貸付
を必要とする世帯
※ 従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大。
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、

休業状態になくても、対象となります。

■貸付上限額
　20万円以内
■据置期間
　1年以内　※ 従来の2ヶ月以内とする取扱を拡大。

■償還期限
　2年以内　※ 従来の12ヶ月以内とする取扱を拡大。

■貸付利子・保証人
　無利子・不要

■対象者
　新型コロナウイルスの影響を受け、
収入の減少や失業等により生活に困窮
し、日常生活の維持が困難となってい
る世帯
※ 従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大。
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、

失業状態になくても、対象となります。

■貸付上限額
　・（二人以上） 月20万円以内
　・（単身）　　 月15万円以内
　　 貸付期間：  原則3ヶ月以内

■お申し込み先
下記のいずれかの事業所
・お住まいの市町村社会福祉協議会
 ※郵送又は窓口

・東海労働金庫※郵送のみ

・一部の郵便局（各市町村1か所以上）
 ※窓口への持参のみ
※下記に該当する方は、労働金庫や郵便局での対応が
　できないため、市町村社会福祉協議会へお申し込
　みください。
① 失業された方で総合支援資金貸付の利用も検討され

ている方
② 未成年の方
③ 現在お住まいの住所と住民票の住所が異なる方
④ 貸付とあわせて生活上の相談を希望される方

■据置期間
　1年以内　※ 従来の6ヶ月以内とする取扱を拡大。

■償還期限
　10年以内
■貸付利子・保証人
　無利子・不要
※ 従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年

1.5％とする取扱を緩和。

■お申し込み先
　市町村社会福祉協議会

　社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資
金貸付制度を実施しております。
　更に、現在、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を拡大し、休業や失業等
によりお悩みの方々に向けた、償還免除の特例を設けた緊急小口資金等の特例貸付を実施しております。

下線部は従来の要件を緩和したもの。

※総合支援資金のうち、生活支援費

※必要書類等についてはお申し込み先にお問い合わせください。
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自動車保険が高いなと感じる方に
自動車保険の見直しをしてみませんか？

保険料が

　安くなっ
たという

声をいただ
いて

　　　おり
ます!!

下記の問い合わせ先へお電話もしくは
FAXにてお見積りをご依頼ください。

　中部自動車共済協同組合 岐阜支所
岐阜自家用自動車組合内

TEL：058-245-0573　FAX：058-248-2018
取扱所

◦日程・内容（全５回） ◦日程・内容（全3回）
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

8月27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

9月  3日㈭

9月10日㈭

9月17日㈭

9月24日㈭

日　　程 内　　容

  9月25日㈮ 免疫力アップ　自分でできる　リンパマッサージ

10月  2日㈮ 元気・いきいき長寿の秘訣！〜食生活編〜

10月16日㈮ ホッと一息　癒される秋の寄せ植え

◦時　　間　午前10時〜11時00分
◦申込締切　8月6日（木）
◦場　　所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）

◦時　　間　午前10時〜11時00分
◦申込締切　8月28日（金）
◦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。

　今回、ご案内させていただく教室は、新型コロナウイルス感染症対策としまして、
・1回の教室の時間を、従来の90分から60分に短縮
・1回の教室の定員を、従来の30名から15名に縮小
　また、教室に参加していただく際は、参加者の皆さまに、健康チェック、マスク
の着用、間隔の確保等の呼び掛けをさせていただきます。
　ご不便をお掛けしますが、ご理解ご協力をお願い致します。

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

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・運転業務員】

①看護師／看護師または准看護師
②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

TEL 255-5511
FAX 255-5512

お お知 願ら いせ と
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◦日程・内容　（単発）	 ◦場所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）

◦日程・内容（単発）　　　◦定員　20名　　　◦申込締切　各開催日の前日まで

◦日程・内容（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〜

④介護予防教室 〜ケアハウスにて〜

日　　程 内　　容 場　　所 時　　間 参加費

8月12日㈬ 免疫力アップ！
　自分でできるリンパマッサージ

ロイヤルコート寺田（寺田7丁目95）
午後2時〜3時 無料

9月28日㈪ やすらぎの里川部苑（川部3丁目20）

日　　程 内　　容 時　　間 申込締切 参加費

9月29日㈫ こころとこころの架け橋講習
　　〜自助と他助の地域づくり〜 午後1時30分〜2時30分 9月8日㈫ 無料

日　　程 内　　容 時　　間 申込締切 参加費

  9月  7日㈪ フラダンスで足腰を元気に！

午後1時30分〜2時30分

8月17日㈪

無料  9月14日㈪ 笑顔で　楽しく　フラダンス 8月24日㈪

10月  6日㈫ お家で出来る　簡単体操 9月15日㈫

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
他の支援をおこ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…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15名　※ただしケアハウスについては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
※お申し込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。

お申し込みについて

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㎡） 　中会議室（69㎡）
◦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。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、利用者の皆さまにもご協力をお願いしております。
　詳しくはお問い合わせください。

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
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社協は地域住民の皆さんとともに、誰もがいきいきと安心して暮らせる地域を目指し、
福祉のまちづくりを進めてきました。（詳しくは2～3ページをご覧ください）

中学生 夏のボランティア体験
Oneぱくキッチン

人材育成事業
出会いと学びの講座

地域福祉啓発事業
地域福祉推進フォーラム

人材育成事業
支え合い活動実践者養成研修

中学生 夏のボランティア体験
Gツインズ

“コロナに負けない”まちづくりを目指して

　現在、新型コロナウイルス感染防止のため、地域における活動は制限されている状況に
あります。
　しかし、そのような中でも心と心の距離が近づけられるよう、コロナ社会を生き抜く新し
い生活様式を実践し、未来の豊かな“つながり”をともに築いて参りましょう。

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

金華支部　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／金華公民館

西郷支部　形野サロン
●開 催 日／毎月第４月曜日
●開催場所／形野公民館

厚見支部　ぴよぴよ0歳児
●開 催 日／第1・３金曜日
●開催場所／厚見公民館

柳津支部　宮上ふれあい広場
●開 催 日／偶数月第3土曜日
●開催場所／宮上ふれあい会館

則武支部　ふれあい・いきいきサロン
●開 催 日／毎月第4月曜日
●開催場所／則武公民館　他

芥見支部　親子ふれあい教室
●開 催 日／年6回
●開催場所／芥見公民館

身体を動かしたり、物を作ったり、歌を歌ったり、誕生日を祝った
り。毎月工夫たっぷりの楽しいサロンです。

西郷支部では地域にて多くのサロンを開催しています。
レクや筋トレ、脳トレ、健康講座などが行われています。

0〜1歳児を持つお母さんを対象に友達づくりや赤ちゃん育児に関する学びの場として
開催しています。（写真は杉山三四郎さんによる昨年度の絵本読み聞かせライブの様子）

コミュニケーション麻雀の牌を使って神経衰弱ゲーム。真剣勝
負の後は皆で食事を楽しみました。

ひな人形のクラフトに挑戦！夏は盆踊り、冬はクリスマス会など
季節のお楽しみも企画されています。

全6回の教室を通して、親同士のつながりができ、楽しく参加し
ていただいています。（写真は昨年実施したピラティスの様子）

　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

※下記の情報は、新型コロナウイルス影響前の情報です。現在の活動状況はご確認ください。
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