170

NO.
発行

社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会

〒500-8309

岐阜市都通2丁目2番地

2021

発行日◇令和3年1月15日

岐阜市民福祉活動センター内

TEL 058-255-5511
（ 代表） FAX 058-255-5512
Eメール oﬃce@gifushi-shakyo.or.jp HPアドレス http://www.gifushi-shakyo.or.jp

あけましておめでとうございます
旧年中は地域住民の皆さまをはじめ、関係機関等の皆さまには大変お世話になりました。
本年も職員一丸となって事業に邁進して参りますので、
より一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

金華山からの初日の出
（写真提供～岐阜市）
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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。
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。
また、新型コロナウイルス感染症が社会・経済に甚大な影響を及ぼす中、
福祉・医療の最前線で尽力されている皆さまをはじめ、社会を支えてくだ
さっている皆さまに敬意と感謝の意を表します。
さて、今日、少子・高齢社会や人口減少化の進展、８０５０問題など、地
域を取り巻く環境は多様化かつ複雑化しています。こうした状況下の中、
本会におきましては、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、地域の人が抱える困りごとを団体や行政の垣根を越え、地
域が一体となって受け止める体制づくりの実現に向けて事業を推進してお
ります。 併せて、新しい生活様式を取り入れた地域福祉活動への取り組み
も始めています。
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。

社会福祉法人
岐阜市社会福祉協議会
会長

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、

神田 定夫

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！
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方に深く感謝申し上げます。

社協会費総額

25,743,800円

（令和2年12月15日現在）

会費の主なつかいみち
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。
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普通会費
19,747,900円
特別会費 （個人） 2,356,900円
特別会費 （法人） 2,586,000円
施設・団体会費
448,000円
賛助会費
605,000円

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
中日技研株式会社
朝日大学病院
2口
岐阜なずな学園
岐阜清流病院
株式会社戸羽新
山田メディカルクリニック
操外科病院
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
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
宮本仏壇店
株式会社松原喜八総本場
中部電力パワーグリッド株式会社
かき松
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
忠南製作所
円龍寺

1口
株式会社吉むら名産店
魚松
有限会社大野仏壇総本店
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
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
株式会社イシイ
社会福祉法人瑞鳳会
高井クリニック
あんどう内科クリニック
荒井歯科医院
株式会社西日本キャンパック
川瀬医院
おぜきクリニック
眼科市橋医院
あそファミリー歯科
マックスバリュー岐阜元町店
ホームセンターコーナン岐阜店
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
医療法人社団ともいき会小牧内科クリニック

1口
加藤眼科
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
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
ローソン岐阜都通店
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
社会福祉法人岐阜老人ホーム
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
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
株式会社翠月
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
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

1口
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
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
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
つばさの会おおぞら
なかよし岐阜南保育園
一般社団法人岐阜自家用自動車組合
日本児童育成園
特別養護老人ホーム養生訓園
デイサービスセンターちかいし
株式会社十六銀行岐阜市役所支店
株式会社岐阜ガレーヂ
協同組合岐阜給食センター
玉田建設株式会社
日新印刷株式会社
大東株式会社
社会福祉法人信輪会
有限会社三進社印刷所
田中社寺株式会社
株式会社イズミ通信
岐阜交通東部株式会社
大建設計株式会社
株式会社三井屋和洋紙店
株式会社コームラ
株式会社ナイスワーク
株式会社津島建材
羽柴鋼業株式会社
伏屋社会保険労務士事務所
名光電気工事株式会社
高橋電気工業株式会社
日本ガード株式会社
株式会社トーカイ
松村工業株式会社
サンメッセ株式会社
株式会社正気屋
戸島工業株式会社
濃飛倉庫運輸株式会社
エヌアイ通信工業株式会社
中日本クリーナー株式会社
富士ゼロックス岐阜株式会社
日本蜂蜜株式会社
東邦ガス株式会社岐阜営業所
（順不同・敬称略）

合計 266口、250特別会員
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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
（令和2年12月15日現在）

岐阜市支会

募金額

43,665,004円

皆さまからのあたたかいご支援、ご協力をいただき、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。 今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、ボランティアさんによる街頭募金は
行えませんでしたが、社協職員でJR岐阜駅にて赤い羽根共同募金運動のPRを行いました。 集まった募
金は令和3年度に福祉施設の施設整備や、地域福祉活動などへ配分されます。

JR岐阜駅での様子

学生が看板を作成してくれました

配分レポート
共同募金配分団体施設／社会福祉法人清穂会 ひきえ事業所
共 同 募 金 配 分 事 業 ／作業訓練環境整備に係るボイラーの設置事業

当施設は、就労継続支援事業A型・B型の事業所です。利用者さん
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
とができるよう支援することを目的としています。主な事業として、
工業用手袋の洗浄・選別・梱包などの作業に取り組んでいます。

ありがとうメッセージ

▲ガス焚きボイラー

▲作業の様子

共同募金会からの配分金によりガス焚きボイラーを購入させていただきました。
ひきえ事業所では、工業用の手袋をクリーニングする際に活用しています。新しいボイラーを設置したこと
で、大変効率よく洗いあげることができます。洗いあがった沢山の手袋は、利用者さんが頑張って畳んでい
ます。これからも、利用者さんが仕事を通して喜びや、やりがいを感じていただけるように事業所一丸となっ
て取り組んでいきたいと思います。本当にありがとうございました。
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岐阜市福祉の店

友＆愛

マーサ21 ３階
営業時間 午前10時〜午後9時
☎（058）295−2315

岐阜市福祉の店 友＆愛では、岐阜市内の障がいのある方などが、
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、ティッシュケース、マスク、エプロン、布袋類やクッキー
やかりんとう等、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。

お菓子と一緒に、ちょっと一息
いろんなデザインのマスク勢ぞろい

入学の準備にいかがでしょうか♬

地域福祉活動を続け功績のあった方々へ
表彰状・感謝状を贈呈しました。
地域福祉活動に多年にわたり尽力された団体や個人の方々へ表彰状と感謝状を贈呈しました。
今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、例年岐阜市と開催して
おります岐阜市民福祉大会は中止となりましたが、数名の代表の方に表彰
状等を贈呈いたしました。

◆市社協会長表彰状・感謝状の贈呈
【表彰】市社協役員1名、社協支部役員15名、社会福祉施設等役職員25名、
福祉ボランティア10名
【感謝】社会福祉事業協助者4団体、特別会員 （法人） 6法人
表彰・感謝を受けられた皆さま、おめでとうございます。

▲福祉活動にご尽力された皆さまに
表彰・感謝を行いました。

あたたかな心ありがとうございます。
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8月22日から令和2年12月15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 …………………400,000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）
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With コロナ

岐阜市の地域福祉は
3つの「しん」でつながろう！
！

心

福祉教育

心 令和2年度
ボランティア入門講座を開催しました

新型コロナウイルス感染症の影響により、 身体的距離の確保
など新しい生活様式が求められてきました。 そのような中、 社
協事業への参加を通じ、 地域の方々の 「しん」 を大切にした

優しい 心 づくり

心

優しい心は普段の生活の中で相手を思いやり、また、その気
持ちに気づき感謝することで生まれます。コロナ禍で今までの
ように会えないからこそ、様々な優しい心が育まれました。

身
信
身

健康な 身 体づくり
健康な身体づくりには、感染予防に努めながら、
ひとりひとりが出来る範囲で心と体を元気に保てる
ように取り組むことが大切です。
岐阜市でもコロナに負けない生き生きとした活動
がたくさん行われています。

信 頼できるまちづくり
コロナ禍の今だからこそ、お互いのために何ができるのかを
考え、身近なことで関わり合いを持つことが大切です。
皆さんのあたたかい心がつながることで、信頼できるまちづ
くりが進んでいきます。

ふれあい・いきいきサロン
脳トレや健康体操、工作などで脳や身体を動かす
だけではなく、身体的な距離を取りながらも、お互
いが顔を合わせ集まる つながる活動 であること
が、元気で健康な身体づくりの秘訣です。
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コロナ禍でも
も 「相手を
「相
思いやる優しい心を
心を育む」
ために、従来の体験
の体験内容
を変更し感染予防に
予防に努め
ながら、 福祉教育を
教育を行っ
ています！

信 令和2年度
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災害ボランティアの
アのつどいを開催しました

開催

岐阜市ボランティアセンタ
センター （VC） では、大規模災害が発生
した場合、災害ボランティアセ
ィアセンター（災害VC）を設置するため、
例年災害ボランティアのつど
のつどいでは、主に災害VCの設置運営訓
練を行ってきました。 今年度はコロナ禍であり密を避けることと
今年度
関係構築の観点から、近年
近年重要視されている「多様性」 や 「多
言葉や文化の違いがあっても共に防災に取
文化共生」 に着目し、言葉や
り組むための『多文化防災』
防災』をテーマに講座を開催しました。
ご登壇いただいたエンジェ
ンジェルランプ代表、多文化防災ネットワー
ク愛知・名古屋副代表の椿佳
の椿佳代さんより、国籍や状況に関係なく
困った時に助け合えるように
ように、日頃からの関係づくりとそのため
の工夫の仕方をご紹介いただ
いただきました。また公益財団法人岐阜市
国際交流協会の山口朋也さん
也さんより、市内における多文化防災の取
り組みをご紹介いただきまし
きました。

信

開催

コロナ禍にありながらも、消毒や換気などの対策をした上
で、今年度初めてとなる対面でのボランティア関連講座を開
催し、16名にご参加いただきました。
今回は特定非営利活動法人ぎふＮＰＯセンターの篭橋文子
さんと、傾聴ボランティア この指とまれ の松原鈴枝さん
にご登壇いただきました。
お二人からは、『ボランティア＝ただで働くということでは
なく、見返りを求めない代わりに仲間や居場所が得られるこ
と』や、モットーである『自分のできる事を、できる時に、
できるだけ』を大切に『親切とお節介を区別』しながら活動
しているなどのお話がありました。
篭橋さんからの犬の散歩をしながら見守り活動すること
や、家庭菜園で作った野菜を子ども食堂に提供することもボ
ランティア活動の一つであるとの紹介に対して、すぐに 「こ
れなら出来そう」と反応をして下さった方を始め、5名にボラ
ンティア活動のコーディネートをさせていただきました。

〜地域の取り組み〜

つながりから、 岐阜市が一体となっていることを感じます。
今回、 その活動の一部をご紹介します。

10/29

赤い羽根共同募金
赤
「じぶんの町を
の町を良くするしくみ」 として、10月から
12月までご協力
協力いただきました、皆さまからのあたた
かい募金は、地
、地域で活動されている団体・施設や社
協支部活動へ配
へ配分されます。
今年度は、新
、新型コロナウイルス感染症の影響をう
け、子どもと家
と家族をめぐる生活課題の解決に取り組む
団体を支援する
することを目的に、長期休校の後、学校
が再開されて不
て不安と焦りを抱える学生の精神面をサ
ポートする学習支
学習支援団体などにも活用されています。

心

お手紙ボランティア

コロナ禍においても 「人と人とのつながりを感じ、大切に
したい」との思いから、岐阜市ボランティアセンターにて「高
齢者の方に送るお手紙ボランティア」 を募集しました。幅広
い年代の方から、のべ102通のお手紙が寄せられ、岐阜市
内のいくつかの高齢者福祉施設へお届けしました。 結果、
本センターに寄せられた1通のお手紙を市内で暮らす何百人
もの高齢者の方や、そこで働く職員の方の心に届けることが
できました。受け取った方から「カラフルなお手紙は、見て
いるだけで元気が出ました。」
「出掛けられない中、とても楽
しい時間を過ごす事が出来ました。」 等のあたたかい感想を
いただきました。

このような事業に 「withコロナ」 として取り組んできました。
これからも皆さんと一緒に地域福祉を推進していきます。
2021 No.170
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子どもの居場所づくり
青春サポーター

「よつば」

子どもたちの様々な体験や交流、安心できる居場所を目
的に、岐阜市母子寡婦福祉連合会・社会福祉法人岐阜老
人ホームとの協働で、
「よつば」 を実施しています。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響により子どもた
ちの生活環境は大きく変化しています。 子どもたちの大切
な未来の為に「よつば」では「きぼう」
「きずな」
「きたい」
をキーワードとして、ふれあいの場づくりや学習支援、訪
問支援、宅食支援を行い、子どもの社会性や自主性などを
育んでいます。
今回、「よつば」 の参加者やサポーターにお話を伺いま
した。

●活動に参加したきっかけって何ですか？
・高齢者施設で行われる学習支援に興味があり
ました。 自分が学習していることの実践の場
にもなっています。
（大学生サポーター）
・社会に貢献できる良い機会だと思いました。暖か
い心を持った大人が子どもに寄り添うことに、こ
の場所の意義を感じます。
（社会人サポーター）

●活動に参加しての感想
・私自身も母子家庭で先生たちに支えてもらい
ました。 今、自分と
同じ子たちの支援が
できることを嬉しく
思います。
（大学生サポーター）

● 「よつば」 に参加しての感想

開催日：毎週火曜日
時 間：午後5時〜午後6時30分
（現在コロナ対応で時間短縮中です）
場 所：岐阜老人ホーム研修室

・勉強ができることが嬉しい。 先生が好き。 夢
をみつけるのに沢山勉強がしたい。
（小学6年生）
・すごく楽しい。友達ももっと増えて、クリスマ
ス会とかで歌を一緒に歌いたい。
（中学1年生）
・子どもが勉強できることを毎週楽しみにして
いる。それが親としても嬉しい。
（小学6年生親）

令和2年度

支え合い活動実践者養成研修を開催しました
地域での見守り活動や助け合い活動の担い手の養成を目的として、「支え合い活動実践者養成研修」
を基礎編 （8/28、9/8、9/15）とステップアップ編 （11/13、11/20） の2回に分けて開催し、のべ29名
の方に修了証をお渡ししました。
基礎編では、レクリエーションをはじめ地域での支え合い活動に必要な基礎知識や技術を学び、ステッ
プアップ編では、活動する上で参考になる講話や実践紹介を聞き、ワー
クショップを通じて地域の困りごとと解決方法について考えました。
受講者の感想
受講生の皆さまが、 研修で学んだことを役立てていただき、 今後
も地域福祉活動の担い手としてご活躍していただけるよう引き続きサ ・レクリエーションにより、緊
張した心をほぐし、 心と心
ポートをしていきます。
を結び合えることが実感で
きた。
・認知症について理解を深め
られ、声のかけ方や対応な
どの具体例が参考になった。
・実践紹介は大変参考になっ
た。 自分たちの地域に合う
活動が見つかればと思った。

▲レクリエーションの様子

8
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▲ワークショップの様子

くらしのあんしん
おてつだい

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・・・
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、住み慣れた地域で安心して
生活できるよう、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。

日常生活自立支援事業でお手伝いできる主な内容
①福祉サービスの利用援助

②日常的金銭管理サービス

③書類等預かりサービス

福祉サービス利用の
お手伝いとは？

日常的なお金の管理の
お手伝いとは？

大事な書類等をお預かりする
サービスとは？

福祉サービスに関する相談や情報
提供、 手続きの他、 苦情解決制
度利用のお手伝いをします。

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。

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。

※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。

利用料

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。

①福祉サービスの利用援助
②日常的金銭管理サービス

１５分ごとに ２５０円
（１回の支援は、１時間程度です）

③書類等預かりサービス

１ヶ月あたり ５００円

※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。

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

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。
岐阜市民福祉活動センター （岐阜市都通2丁目2番地）
大会議室 （148㎡） 約60名収容 大・中会議室の一括
中会議室 （ 69㎡） 約20名収容 使用もできます。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、ソーシャルディスタンスや
マスク着用など利用者の皆さまにもご協力をお願いしております。
詳しくはお問い合せください。

※当センターの駐車場は20台です。
なお、 日時によって駐車場が混雑することが
あります。
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

▲中会議室

▼備品の貸出も行っております

至大縄場大橋

備品名

本郷町通

スクリーン

都通郵便局

入口

岐阜西通り

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。
土・日・祝日も使用できます。
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。
ご不明な点・ご予約は
電話番号 252-6690または255-5511まで

岐阜市民福祉
活動センター

岐阜市
保健所

▲センター案内図

桜ケ丘公園

入口

大会議室

中会議室

2面

ホワイトボード

2台

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

2面
1台
（備付タイプ）

プロジェクター

1台

磁気誘導ループ

1台
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介護予防教室のご案内 頭すっきり、体しゃっきり
高齢者の方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生活が送れるよう各種介護予防教室
を開催します。

①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

2月16日㈫

免疫力アップ!自分でできるリンパマッサージ

午前10時〜11時

2月17日㈬

ゆったりヨガで 心も体も リフレッシュ!

午前10時〜11時
午後1時30分〜2時30分

2月25日㈭ お顔のツボ押し ふんわり体操
場
所
定
員
申込締切

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。

岐阜市民福祉活動センター2階（岐阜市都通2−2）
各教室15名
参加費 無料
全教室2月4日 （木）

お申し込みについて
対
象
お申し込み方法
お 申し込 み 先

お

願

い

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。
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。
岐阜市社会福祉協議会 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。
※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。
参加の際は、健康チェック、マスクの着用、間隔確保のご協力をお願い致します。

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）
場
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２階
相談日時／月〜金曜日（祝日・年末年始を除く） 午前9時〜午後5時
電話／０５８‐２５５‐５５１１ ＦＡＸ／０５８‐２５５‐５５１２

家庭での困りごとや心配ごとなど
場
所／市役所２階市民相談室
相談日時／毎週水曜日（祝日・年末年始を除く）
午後１時〜４時
お問い合わせ先／市役所２１４‐６０２８
（直通）
※来所相談です。

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）
〒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
10
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北部センター
〒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

社協柳津支所・柳津センター
〒501-6121
岐阜市柳津町下佐波1丁目8番地
TEL 279-1800・FAX 279-1898

南部センター
〒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

訪問入浴サービス事業所
〒500-8887
岐阜市西野町六丁目北町9番地2
TEL 215-1905・FAX 215-1906

成年後見制度 出前講座のご案内
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物ごとを判断する能力が十分ではない
方の権利を守る援助者 （「成年後見人」 等） を選ぶことで、法律的に支援する制度です。
社会福祉協議会では、職員が出向いて成年後見制度の概要についてご説明する出前講座を実施していま
す。 お気軽にご利用ください。

◆お申し込みできる方

◆お申し込み方法・お問い合わせ先

おおむね15人以上参加できる事業所、団体など
（自治会やサロンなど）

◆料金 無料
◆講座の時間
講座は30分から1時間程度です。
会場の手配や準備は主催者側でお願いします。

生活相談課 生活相談係
TEL 255-5511 FAX 255-5512
出前講座の申込票は市社協ホームページからダウンロード
できます。
成年後見制度に関するご相談・お問い合わせも受け付けて
います。

車いすの貸出しを行っています。
岐阜市在住の方、もしくはその家族の方で一時的に車いすが必要な方に、無料貸出しを行っています。
貸出期間は、ご利用用途により必要な日数のみとします。ただし、最長１カ月とします。

◆ご利用できる方
ケガなどをして、車いすが急に必要になった方。
普段は車いすを使用していないが、一時的に車いすが必要になっ
た方。
「要介護1」 以上の認定を受けている方については、日常的な利用
は対象外ですが、旅行等の一時的な利用であれば対象となります。
台数に限りがありますので、予約は出来ません。 お電話でご確認の上お越しください。

お問い合わせ先／中央センター

TEL255-5010

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
訪問入浴サービス・パート
【看護師】
資格 看護師または准看護師
時間 月〜土曜日のうち週4日程度
午前8時45分〜午後5時30分

訪問入浴サービス・臨時職員
【看護師・運転業務員】

週1回でも
OK

週1回でも
OK

職種 ①看護師／看護師または准看護師
資格 ②運転業務員／普通自動車運転免許

資格 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

時間 いずれも月〜土曜日のうち週1〜2日程度
概ね午前8時45分〜午後5時30分の間

時間 月〜日曜日の午前7時〜午後7時
のうち1時間以上活動できる方

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。
お問い合わせ先

訪問介護・臨時職員
【登録ヘルパー】

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

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？

ったという
！
保険料が安くな
おります！
声をいただいて
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

取扱所

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
2021 No.170
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社協支部活動
岐阜市社会福祉協議会では、岐阜市内50地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

※新型コロナウイルスの感染状況に合わせて活動を休止している場合があります。

昨年度の様子です

梅林支部

いきいき健康サロン

●開 催 日／毎月第3水曜日
●開催場所／梅林公民館

厚見支部

西川手地域みんなが集える会

●開 催 日／月1回不定期
●開催場所／西川手公園（雨天中止）

地元の邦楽クラブによる琴の演奏を聴きました。美しい音色に
癒された後、おしゃべりを楽しみました。

中止にしていたサロンが近くの公園で10月から再開しました。短い
時間でしたが、体操とレクリエーションをみんなで楽しみました。

昨年度の様子です

長良支部

ながらいきいきサロン

●開 催 日／年6回開催
●開催場所／長良天神神社

参集殿

クリスマスに向け、ミニツリーを作っているところです。素敵な
出来栄えに大満足。持ち帰って思い思いの場所に飾りました。

子育て支援サロン

鏡島支部

ひまわりキッズ

11月から感染予防策を徹底し、再開されたひまわりキッズ。ぱくぱく
アンパンマン作りや親子リズム遊びに元気な笑い声が響きました。
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松籟あすなろサロン

健康維持のため筋トレや脳トレをしたり、興味深い歴史のおは
なしを聞き、楽しい時間を過ごしました。

※新型コロナウイルスの感染状況に合わせて活動を休止している場合があります。

●開 催 日／毎月第3金曜日
●開催場所／西児童センター
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長良東支部

●開 催 日／偶数月第3水曜日（12月は除く）
●開催場所／松籟集会所

日置江支部

乳幼児と親の集い〜にこにこクラブ〜

●開 催 日／毎月第2・4金曜日
●開催場所／日置江公民館
0〜2歳児さんの親子を対象に月2回開催されています。再開1回目
は、いつもの親子体操や読み聞かせで楽しい時間を過ごしました。

HPアドレス http://www.gifushi-shakyo.or.jp

Eメール office@gifushi-shakyo.or.jp

