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　地域には、つながりを絶やさない
ために活動する団体があります。
　赤い羽根共同募金は、団体を支え
ていくための運動を行っていきます。

“コロナ
禍”の今だからこそつながりを支える　赤い羽根共同募金

※昨年の街頭募金の様子 ※令和２年度　ポスター

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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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～

共同募金
目 標 額
【岐阜市支会】57,028,700円

共同募金に関する情報は・・・　　www.akaihane.or.jp　　　
共同募金会岐阜市支会　TEL：255-5511　FAX：255-5512

●　　　実施期間 10月１日〜１２月３１日　　　●

〜 さまざまな募金運動 〜

戸別募金 地域の自治会（各家庭）にご協力
をお願いする募金です。

職域募金 企業等で働いている従業員の
皆さんが行う募金です。

法人募金 法人の社会貢献の一環として
ご協力いただく募金です。

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。

〜あなたの身近なところで募金運動に参加してみませんか〜
〜 赤い羽根自動販売機設置場所募集中 〜
日常生活のなかで、じぶんの町を良くするための“募金”につながる取
り組みです。設置にご協力いただいた企業・法人様や飲料メーカーから
売り上げの5％をご寄付いただきます。
身近な方法で募金につながる自動販売機を設置していただける方を募集
しています。
ご関心ある方はご連絡ください。

〜 募金箱設置場所募集中 〜
店頭やレジ横、事業所の受付などに募金箱を設置し、お客様
や取引先の方々に、広く募金を呼びかける取り組みです。
ご関心ある方はご連絡ください。

設置にあたってお願いすること
★設置スペースと電源の確保
★電気代の負担（約2,000円/月）

岐阜市内には…
〇岐阜県福祉・農業会館
〇アクティブG　などに設置されています。 ▲赤い羽根自動販売機

▲ネット募金
　QRコード

▲募金箱

設置することによって
社会貢献も果たします！

（中央共同募金会のホームページです。）

ネットを通じての募金も
受付けています。

（クレジットカード、コンビニ払い等）
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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～

共同募金に関する情報は・・・　　www.akaihane.or.jp　　　
共同募金会岐阜市支会　TEL：255-5511　FAX：255-5512

〜  令和2年度の配分先（岐阜市内）〜

▲ガスオーブン

▲整備前 ▲整備後

赤い羽根共同募金は、こんな募金です。

配分を受けた施設から寄せられた
　　　　「ありがとうメッセージ」をご紹介します

  自分の住んでいる町を良くするための募金です。

「障がいのある人、子ども、高齢者」 や 「ボランティア活動」 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。

　令和2年度に集まった募金は、令和3年度に配分される計画募金です。
岐阜市内に約60％配分され、約37％は岐阜県内の福祉施設や団体へ
の助成へ、また3％は災害等準備金として積み立てられています。

【障がい児者福祉施設】
ひきえ事業所
作業訓練環境整備に係るボイラーの設置
ポップコーン
スポーツマット購入事業

【保育所】
岩保育園
園庭遊具の購入事業

【NPO法人運営施設】
ビー・カンパニー
障害者支援施設の授産活動に係る備品整備事業

【ボランティア団体】
ぎふ難聴者協会
要約筆記による情報保護活動に必要なOHC等
機器整備事業

【地域の福祉へ】
岐阜市社会福祉協議会
社協支部が中心となり市内各所で開催されて
いる、ふれあい・いきいきサロンなどの事業

共同募金配分団体施設／社会福祉法人 あしたの会　ふくろうの家
共同募金配分事業／作業用オーブン更新事業（令和元年度実施）

共同募金配分団体施設／社会福祉法人 宝和会　大洞こども園
共同募金配分事業／門扉整備事業（令和元年度実施）

　共同募金を通じた皆様の温かいご支援により、クッキーやケーキを焼くオーブ
ンが整備できましたことに、深く感謝申し上げます。
　16年間使い続けてきたガスオーブンは温度センサーが不調で、レシピ通りに設
定しても焼け過ぎたり逆に温度が上がらなかったりということが度々あり、焼き
担当の職員や利用者さんの「経験」と「勘」に頼った状態が数年続いていました。
　今回、新しいオーブンになったことで温度も安定して、均質な商品を焼いて皆
さんにお届けできるようになりました。生産効率も上がり、利用者さんの工賃アッ
プにもつながります。本当にありがとうございました。

　以前は簡易的な網型のフェンスで、老朽化のため
一部に破損もあり修繕して使用していましたが、新
たな門扉を整備することで、園内で安心して保育生
活ができるようになりました。
　皆様のあたたかいご支援ありがとうございました。
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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 ～

岐阜市社会福祉協議会の「福祉まるごと支援員」が、福祉のお悩みをお聞きし、
関係機関と連携して困りごとの解決を目指します。

令和2年10月より、困りごとを受け止める

を設置します

福祉まるごと相談窓口

困った・・・

子どもの貧困

育児
ダブルケア
介護

生活困窮

孤立
虐待

障がい

引きこもり

認知症

教えてほしい・・・

助けてほしい・・・

頼れる人がいない・・・

近所の人が心配だ・・・

どこに相談すれば
良いかわからない・・・

専門機関に
つなぎます

あなたのお悩み
お聞かせください。

地域に
出向きます

福祉まるごと相談窓口へのご相談はこちらへ
岐阜市社会福祉協議会（事務局）
〒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2階
相談時間　9：00～17：00（土日祝日・年末年始を除く）
電　　話　058-255-5511　　FA X　058-255-5512
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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

長森北支部 みんなが安心して暮らせるまちづくり
今後、高齢化、核家族化が進むことにより一人暮らし高齢者及び高齢者のみの
世帯がますます増加することが予想されます。このような状況にあって、2025
年には団塊の世代が75歳以上となり、要介護状態となっても住み慣れた地域で
豊かな暮らしを最後まで続けていきたいという要求が高まってきます。そのた
めに、日々の生活、災害時の避難行動支援などが一体的に提供される地域包括
ケアシステムを実現していく必要があります。この計画は長森北地区の課題や
地域住民のニーズをもとに住民相互の見守り・支え合い活動の促進を図り、健
康でいきいきとした生活ができる福祉社会の実現を目指すものです。

▲餅つき大会 ▲ふれあいいきいきサロン

　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。

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

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、詳しくはお問い合わせください。

利用料お問い合わせ先

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
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岐 阜 市 の 地 域 福 祉 は 3 つ の「 し ん 」で つ な が ろ う！！

健康な　　　　体優しい　　　　 身心

コロナ禍における地域福祉活動の手引きや、
楽しく健康づくりができるよう「アタック！！金
華山」を発行しています。

全国各地で行われている、色々な取り
組みを紹介しています。

県内の各社協が行う、色々な取り組み
を紹介しています。

　現在、新型コロナウイルス感染症が流行し、誰もがこれ
まで経験したことのない事態に見舞われています。

　今だからこそ、普段から皆さんが培ってきた、人の温かみ、
感謝の気持ち、優しい心に気づく力が大事になってきます。

　身体は離れていても心を通わせる交流は絶たれた
わけではありません。
　これまでのつながりを途切れさせないよう、また収束
したあと、皆と元気に顔を合わせられるよう、
手探り状態ですが様々な活動を始めています。

　ウイルスという目に見えない
敵は、病気という体への攻撃だ
けではなく、人と人とを遠ざけ、
不安をあおり、ひいては差別や
偏見を生むといった心への攻撃
もする、厄介な存在です。

距離を取って体を動かしています。

体調は大丈夫ですか？
感染予防に努めてサロンを開催しています。

With コロナ

社会福祉協議会の取り組み

『〜Withコロナ〜
新しい日常での地域福祉活動の手引き』

『未来の豊かなつながりアクション』

『アタック！！ 金華山』

岐阜市
岐阜県

全 国

2020 No.1696

　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6月9日から令和2年８月21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
　・公益財団法人 田口福寿会 ・・・・・ 500,000円
　・小出　為重 ・・・・・・・・・・・・ 100,000円
　・株式会社美濃庄 ・・・・・・・・・・・ 12,032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 ・・・・・ 7,941円
●寄贈品
　・トヨタ紡織株式会社 ・・・・・・ マスク10,000枚
　・トヨタ紡織株式会社　部長会 ・・ 高濃度エタノール製品（300ml×12本）
※寄贈品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

岐 阜 市 の 地 域 福 祉 は 3 つ の「 し ん 」で つ な が ろ う！！ 〜地域の取り組み〜

健康な　　　　体 　　　　頼できるまち身 信

コロナ禍に

距離を取って体を動かしています。 地域の方に手作りのマスクを配布しました。

体調は大丈夫ですか？
感染予防に努めてサロンを開催しています。

小学生以下のお子さんがいる世帯に対し、
社会福祉施設が手づくりパンの無料配布
を行いました。

コロナでも災害対策は大切！！
安心安全なまちづくりをしています。

地域のつながりを無くさないため、話し合
いを行っています。

▲トヨタ紡織株式会社
　部長会

▲トヨタ紡織株式会社
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ボランティア入門講座

災害ボランティアのつどい

　「ボランティアをしてみたいけど、何から始めたらいいの？」、「そもそもボランティアってなに？」 など、 ボランティ
アの基本から知りたい方必見の講座です。
　ボランティア活動者からの報告や、自分に合ったボランティア活動の探し方など、ボランティアに関する日頃の疑問
をこの講座で解消しませんか？

　日本で暮らす外国人は年々増えており、みなさんも日常の様々な場面で、自分と違う国籍の方と接していると思います。
　近年「多様性」や「多文化共生」が重要視されていますが、具体的にはどのようにすべきなのでしょうか。特に災害時には、
いつも以上に市民が力を合わせる必要があります。しかし言葉や文化の違いから、戸惑う場面もあるかもしれません。
　そこで今回のつどいでは防災・災害時に生じる可能性のある課題を平常時からどのように捉え、また解決するために明日
から取り組める行動のヒントとなる講座を開催します。

お申し込み方法：右記のQRコードから申込フォームにてお申し込み、または下記のお申し
込み先まで電話にて、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：岐阜市社会福祉協議会　岐阜市ボランティアセンター　TEL255-5511
お申し込み期限：10月15日（木）

 ※新型コロナウイルス感染予防に努め開催予定ですが、今後の状況次第では中止する場合があります。

お申し込み方法：右記のQRコードから申込フォームにてお申し込み、または下記のお申し
込み先まで電話にて、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：岐阜市社会福祉協議会　岐阜市ボランティアセンター　TEL255-5511
お申し込み期限：11月19日（木）

 ※新型コロナウイルス感染予防に努め開催予定ですが、今後の状況次第では中止する場合があります。

令和2年10月29日（木）　　午後1時20分〜4時

●やってみよう！ボランティア〜自分の得意を活かしてみよう〜
　　　特定非営利活動法人 ぎふNPOセンター
　　　　　ボランティアコーディネーター　篭橋 文子 氏
●ボランティア活動実践報告　
　　　傾聴ボランティア“この指とまれ”
　　　　　代　表　松原 鈴枝 氏
岐阜市民福祉活動センター　大会議室 （岐阜市都通2-2）

岐阜市内でこれからボランティア活動をしてみたい方

15名（お申し込み多数の場合は抽選）　※場合により、内容が変更になることがあります。

令和2年12月5日（土）　　午前9時50分〜12時30分

●多文化防災ってなに？〜知ることから始めよう〜
　　　エンジェルランプ 代表／多文化防災ネットワーク愛知・名古屋 副代表
　　　　　　　　　　　  椿　佳代 氏
●多文化防災の取り組み
　　　公益財団法人 岐阜市国際交流協会　職員
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や多文化共生に興味関心のある方

25名（お申し込み多数の場合は抽選）　※場合により、内容が変更になることがあります。

日　時

日　時

内　容

内　容

場　所

場　所

対　象

対　象

定　員

定　員
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　災害が発生した場合、これまでの災害ボランティアセンターでは被災状況に応じて、県外・市外在住のボランティ
アを受け入れ、被災地を支援していただいておりました。しかし、コロナ禍においては感染症の予防を考慮し、
広範囲でのボランティア受け入れを見合わせる可能性があります。そのため、市内または中学校区・小学校区内
など、より近隣の地域住民同士の助け合いがこれからも必要不可欠となります。
　今後の災害等に備え、また災害時にご自身に被害がなければお困りの方の支援側になれるように、下記のご理解
ご協力をお願い致します。

・日々の検温
（ボランティア活動受付時に過去2週間の検温結果のご提出をお願いする場合があります）

・被災地にてボランティア活動をする場合の、マスクや消毒液などウイルス感染防止に有用な
  物品の自己調達
・ご自宅から災害ボランティアセンター・被災地までの自家用車による移動
（公共交通機関の使用を可能な限り避ける）

　岐阜市において災害により甚大な被害があり、ボランティアによる支援が必要な場合、関係機関と協
議し、岐阜市社会福祉協議会が「災害ボランティアセンター」を設置・運営します。

災害ボランティアセンターとは

（被災）
住民地域

住民・
ボランティア

活動者

「社協」は「地域の皆さん」と災害に備えます！

　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」
機能があります。
　災害ボランティアセンターの主な役割は以下の通りです。

（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と
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

新型コロナウイルス感染症拡大状況下における注意点

　今後も状況に応じて岐阜市社会福祉協議会の
ホームページ等で情報を発信する予定です。
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※認知症予防教室・
五感健康法教室・転倒予防教室の
3つの教室の中から1つ選んで、

お申し込みください

◦日程・内容（全５回） ◦日程・内容（全3回）

◦日程・内容（全2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〜

③転倒予防教室 〜筋力アップで転倒を防ぐ〜

日　　程 内　　容

10月19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
　　・昔あそび

10月26日㈪

11月  2日㈪

11月  9日㈪

11月16日㈪

日　　程 内　　容

11月10日㈫ 免疫力アップ　自分でできる　リンパマッサージ

11月24日㈫ 元気・いきいき長寿の秘訣！〜食生活編〜

12月  8日㈫ 寒さに負けず咲く花の寄せ植え

日　　程 内　　容

10月28日㈬
イスに座って　楽らく体操

11月  4日㈬

◦時　　間　午前10時〜11時00分
◦申込締切　10月1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　10月20日（火）　◦材料費　700円
◦場　　所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）

◦時　　間　午後1時30分〜2時30分
◦申込締切　10月7日（水）
◦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。

　新型コロナウイルス感染症対策としまして、教室を縮小して開催します。
　また、参加していただく際は、みなさまに、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

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

TEL 255-5511
FAX 255-5512

お お知 願ら いせ と
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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

※3日間ある教室の中から1つ選んで、
お申し込みください

◦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）  ◦場所　岐阜市民福祉活動センター（都通2-2）

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 申込締切 参加費

10月20日㈫ 認知症を正しく学びましょう 午前10時〜11時 10月  7日㈬ 無料

11月27日㈮ フットマッサージ〜自分の健康は自分でまもる〜 午後1時30分〜2時30分 11月  6日㈮ 無料

日　　程 内　　容 時　　間 申込締切 参加費

10月23日㈮ 足から元気に！ 午後1時30分〜2時30分 10月  7日㈬ 無料

11月19日㈭ コグニサイズで　頭も体も刺激しよう！ 午後1時30分〜2時30分 10月20日㈫ 無料

12月  9日㈬ クリスマス・お正月から春まで楽しめる花の寄せ植え 午前10時〜11時 11月18日㈬ 700円

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

◦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
◦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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社協支部活動
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　地域には、つながりを絶やさない
ために活動する団体があります。
　赤い羽根共同募金は、団体を支え
ていくための運動を行っていきます。

“コロナ
禍”の今だからこそつながりを支える　赤い羽根共同募金

※昨年の街頭募金の様子 ※令和２年度　ポスター

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

長森西支部　ふれあい・いきいきサロン
●開 催 日／毎月第１水曜日
●開催場所／北一色公民館

方県支部　村山いきいきサロン
●開 催 日／毎月１日、１６日
●開催場所／村山公民館

京町支部　京町ベビーサークル
●開 催 日／毎月第２・４金曜日
●開催場所／京町公民館

加納西支部　ふれあいいきいきサロン
●開 催 日／毎月第１火曜日
●開催場所／加納西公民館

藍川支部　ふれあいサロン
●開 催 日／４月から１１月まで毎月１０会場で開催（８、１０月除く）
●開催場所／向加野公民館　他

長良支部　ながら親子ふれあい教室
●開 催 日／年７回
●開催場所／日本児童育成園はこぶね　他

社協で貸し出しを行っている備品を使って、ゲーム大会を行いまし
た。点数を競い合いながら、楽しく身体を動かすことができました。

クイズをしたり、健康や詐欺について考える機会を設けたり、元
気にいきいき生活するための憩いの場になっています。

すくすく元気な子に育つように、毎回工夫しながら活動してい
ます。この回は親子ヨガで楽しく体を動かしました。

7月7日の七夕に、短冊を飾るサロンを行いました。手の消毒、検温、マスクの徹
底、さらに時短など開催方法を工夫しながら、地域のつながりをつくっています。

地域のボランティアさんによるそば打ちの見学と体験をしまし
た。みんなで楽しく作って本格的なおそばを食べて大満足です！

０〜１歳児の親子が参加しリトミックや体操、クリスマス会など
いろんな企画を通して交流を楽しんでいます。

　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

※現在活動休止中のサロンもありますので、ご確認ください。

昨年度の様子です

昨年度の様子です

昨年度の様子です

※現在活動休止中です。
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