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令和２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つを重点にコロナ禍の中、模索しながら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
◦地域福祉推進委員会の開催
◦地域福祉コーディネーターの配置
◦生活支援コーディネーターの配置
◦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 （34支部）
　・福祉委員活動支援事業 （18支部）
　・支え合いマップづくり推進事業 （8支部）
　・緊急医療情報キット（命のバトン）
　　普及事業 （14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（5支部）
◦地域福祉推進研修会の開催
　（5会場706名参加）
◦ふれあいサロン研修会
　（コロナにより未実施のためガイドブック作成）
◦地域参加促進事業（出会いと学びの講座）
　（2支部延べ71名参加）
◦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
◦福祉まるごと相談窓口の開設
◦担い手育成と発掘の検討
◦福祉団体への支援・連携

【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8回）
◦災害ボランティア交流会開催 （25名参加）
◦福祉講話・車いす体験等福祉体験（39件）
◦ボランティアコーディネート事業
◦ボランティア窓口連絡会の開催
◦ボランティア入門講座の開催（16名参加）
◦ボランティア活動保険の普及 （14,206名加入）
◦ボランティアセンター運営委員会の開催

　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した。
　また、岐阜市内の社会福祉法人による「岐阜市社会福祉法人連絡会」の設立に向けた準備委員会を行いました。
　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
した。
　特に新型コロナウイルス感染拡大の影響により給料などが減少し、生活が困窮した世帯に対する生活福祉資金の
特例貸付の相談に応じ、自立生活の維持に努めました。

　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、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

　地域活動、福祉教育についてなど、コロナ禍での活動の
手引きを作成しました。

　コロナ禍でも皆様
の温かい心が伝えら
れるよう、「ボランティ
アコーディネート事
業」として、お手紙
ボランティアや文具の
贈り物ボランティアを
企画・実施しました。
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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
◦寄附金の募集
◦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（岐阜市と共催）
　（コロナにより中止のため社会福祉功労者表彰等のみ実施）

【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15件）
◦ひとり暮らし高齢者愛の電話訪問
　（電話訪問回数2,602回）
◦生活困窮者緊急食料提供事業（提供件数106件）
◦法人後見事業（受任件数2件）
◦日常生活自立支援利用料助成事業

【受託事業】
◦地域福祉推進事業
◦支え合いの仕組みづくり推進事業
◦支え合い活動実践者養成事業
　（参加者数延べ31名）
◦介護予防事業・家族介護教室事業
◦介護相談員派遣事業
◦福祉の店運営事業
◦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8,782件）
◦日常生活自立支援事業（契約件数250件）
◦生活福祉資金の貸付事業（貸付5,881件）
◦成年後見制度利用促進事業（相談延べ30件）
◦地域包括支援センター中央北事業

◦訪問介護事業等における独自サービスの提供
　（利用者数109名）

【介護保険事業】
◦訪問介護事業 〔ヘルパーの派遣〕
　（利用者数1,316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1,465名）
◦訪問入浴介護事業 （利用者数115名）
◦居宅介護支援事業 〔ケアプランの作成〕
　（利用者数6,556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742名）
◦同行援護事業〔ガイドヘルパーの派遣〕
　（利用者数78名）
◦特定相談支援事業〔サービス利用計画作成〕
　（利用者数446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31名）
◦訪問入浴サービス事業 （利用者数160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2,631件）
◦要介護認定調査事業 （調査件数5,585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います。

　例年、ボランティアの皆さまにご協力いただいていま
す「共同募金運動」の街頭募金ですが、密を避けるため、
社協職員が呼びかけを行いました。
　皆さまの温かいお気持ちが集まりました。ご協力あり
がとうざいます。

　密を避けるため、開催回数を増やし、少人数で 「介護
予防事業」を実施し、沢山の方にご参加いただきました。
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収入

639,071千円

経常経費補助金収入
85,208千円
（13.3％）

会費収入
27,983千円（4.4％）

その他の収入
42,775千円（6.7％） 寄附金収入

1,691千円（0.3％）

法人運営事業
121,437千円
（19.0％）

地域福祉推進事業
212,754千円
（33.3％）

在宅福祉
サービス事業
304,880千円
（47.7％）

受託金収入
209,572千円
（32.8％）

介護保険事業収入
228,783千円
（35.8％）

障害福祉サービス等
事業収入
43,059千円
（6.7％）

支出

639,071千円

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 支出の部

　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3年3月20日から5月31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円以上のご寄附の方のみを掲載しています。（敬称略）

●社会福祉事業へ
　・（株）美濃生花 ・・・・・・・・・ 100,000円
　・コーヒーレスト　ポポラート ・・・・・ 12,935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
状などの印刷を承ります。（経費は別途必要です。）

あたたかな心ありがとうございます

令和２年度 資金収支決算報告
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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いたします。

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23％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
・地域参加促進事業（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77％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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表紙のこたえ

Q.1

A.1

A.2
Q.2

ボランティア塾

ボランティアステップアップ講座

　この講座では、視覚障がい者の方をお招きして盲導犬との普段の生活について知り、学びます。そして、
今まで感じていたことや学んで感じた気持ちの変化を大切にしながら、自分達ができることを考えます。

　ボランティア活動を続ける中で、いつの間にか団体設立時の目的と世の中の課題が合わなくなったり、
メンバーの高齢化などで活動を継続していくことに悩むことはありませんか。
　この講座では、自分達の活動が世の中で起きている課題やその解決にどう関わっているのか、また活動
をともにするメンバー同士で意見や思いの対立があった場合の対話や解決の方法を、ファシリテーション
スキルを通して学び、今後の活動に活かしていただくために開催します。

〈各講座のお申し込み先〉	 岐阜市社会福祉協議会	ボランティアセンター
	 TEL	255-5511
※両講座とも新型コロナウイルス感染予防に努め開催する予定ですが、今後の状況次第では中止する場合があります。

くわしくは➡

日　時：〇小学生の部　令和3年7月29日（木）午前9時〜11時30分
	 〇中学生の部　令和3年7月30日（金）午前9時〜11時30分
内　容：「視覚障がい者の暮らしや盲導犬との生活について」
	 「私たちにできることを考えよう！」
	 　　社会福祉法人　岐阜アソシア
	 　　　盲導犬使用者　藤田　亜希	氏
	 　　　歩行訓練士　　松本　健太郎	氏
	 　　　盲導犬　　　　バルダー　
場　所：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）
対　象：〇小学生の部　小学4〜6年生
	 〇中学生の部　中学1〜3年生　※ともに岐阜市に在住、または在学の方
定　員：会場定員　各15名（お申し込み多数の場合は抽選）
	 ※YouTubeライブ限定配信による参加も可

日　　時：令和3年9月29日（水）　午後1時〜5時
内　　容：「SDGs-ESDから学ぶ	持続可能なボランティア」
	 					（特非）	NIED・国際理解教育センター
	 　　　代表理事　伊沢　令子	氏
場　　所：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）
対　　象：主に岐阜市内で活動するボランティア団体の代表の方や
	 ボランティア活動に取り組んでいる方
	 （概ね5年以上）など
定　　員：10名（お申し込み多数の場合は抽選）

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
	 7ページ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学校	⑤学年	⑥メールアドレスをお伝えください。
お申し込み期限：7月16日（金）

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	⑤ボランティア活動歴をお伝えください。
お申し込み期限：9月15日（水）

盲
もうどうけん

導犬って暑
あつ

い

ときはお仕
しごと

事を
お休みするの？
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かせてもらうときもあるんだよ。お互
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適に暮
く

らせるように沢
たくさん

山の工
くふう

夫をしているんだよ。

興
きょうみ

味がある人はボランティア塾
じゅく

に
ぜひ参

さんか

加してね。

盲
もうどうけん

導犬って
どのくらい
いるの？

これからボランティアを
始めたい方向けの

「ボランティア入門講座」は
次号にてご案内予定です。

小学4〜6年生・　　中学生対象

もっと
知りたい人は

岐阜市社協
ボランティアセンター

岐阜市ボランティアセンターってどんなところ？

　ボランティアセンターは、ボランティア活動に「関心がある」「参加したい」「手伝ってほしい」
人たちの相談窓口としてさまざまな情報の収集と発信や、ボランティア活動の支援をしていま
す。「人と人とのつながりを感じ、大切にしたい」との思いから、コロナ禍でもできるボランティ
ア活動の案内や、各種講座についても、新型コロナウイルス感染症予防に努め開催予定です。
　情報は本会ホームページで随時更新していますので、ぜひチェックしてみてください。
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福祉出前講座
　をご活用ください！！

地域のみなさ
まの学びの

場に

　　　　社協職
員が伺いま

す！
講師料は
無料です

職場で 学校で

地域で

● ご利用までの流れ ●

申し込み
希望する講座を選んで
ください。実施希望日の
1ヶ月前までにお電話に
てご連絡ください。 日時・

内容の調整
申込書提出後、日程調
整を行います。

担当講師と
打ち合わせ

日程が決まったら、詳し
い内容を打ち合わせし

ます。

講座の実施
申込者が準備する会場
にて担当職員が出前講
座を行います。

講座タイトル 所要時間
（分）

岐阜市社会福祉協議会とは 1 0〜1 5

ふれあい・いきいきサロンについて 1 5〜2 0

岐阜市地域福祉推進計画について 2 0〜3 0

ボランティアを始めよう！ 3 0

ボランティアの依頼・受け入れについて 3 0

災害ボランティア活動に参加する前に 2 0〜3 0

福祉ってどんなこと？ 4 5〜6 0

車いす体験 4 5〜6 0

アイマスク体験 4 5〜6 0

介護予防事業について 2 0

赤い羽根共同募金について 1 5

介護保険制度について 3 0

▲地域で講座を開催した時の様子

地域福祉課地域支援係　TEL 255-5511　FAX 255-5512利用料お問い合わせ先

※お申し込みは原則として市内に在住、在勤または在学する5名以上で構成された団体が対象です。
※お申し込みの内容によっては依頼を受けられない場合があります。

他にも講座を用意しています。
詳細については社協ホームページを

ご覧ください。
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福祉出前講座
　をご活用ください！！

地域のみなさ
まの学びの

場に

　　　　社協職
員が伺いま

す！
講師料は
無料です

職場で 学校で

地域で

● ご利用までの流れ ●

申し込み
希望する講座を選んで
ください。実施希望日の
1ヶ月前までにお電話に
てご連絡ください。 日時・

内容の調整
申込書提出後、日程調
整を行います。

担当講師と
打ち合わせ

日程が決まったら、詳し
い内容を打ち合わせし

ます。

講座の実施
申込者が準備する会場
にて担当職員が出前講
座を行います。

成年後見制度とは、高齢になったり、障がいがあることにより、判断する能力が十分でなくなっても、
ご本人の権利を守る援助者（成年後見人等）を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。
　岐阜市成年後見センターでは、成年後見制度等に関する相談を無料でお受けしていますので、ぜひ
ご活用ください。
【相談日・相談時間】
　　月曜日〜金曜日　午前8時45分〜午後5時30分（祝日、12月29日〜1月3日を除きます）

岐阜市成年後見センター 〒500-8701
岐阜市司町40番地1　岐阜市役所1階　高齢福祉課内
TEL：2 6 9 - 5 5 0 1 　FAX：2 6 2 - 1 0 5 0

【お申し込み・お問い合わせ】
専門職による成年後見制度に関する相談会には事前予約が必
要です。
電話にて、氏名、住所、電話番号を岐阜市成年後見センター
（269-5501）までご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染予防に努め開催する予定ですが、
　今後の状況次第では中止する場合があります。

岐阜市成年後見センター　無料相談窓口のお知らせ

◆専門職による成年後見制度に関する
　相談会を実施しています。

成年後見制度の利用を考えている方、すでに
後見人等に就任している方向けの専門職（弁
護士・司法書士・社会福祉士）による無料相
談会（面談）です。

相談費用：無料
相談時間：1件20分程度
相談場所：岐阜市役所1階
	 高齢福祉課内相談室

【成年後見制度に関する相談会開催予定日】
毎回　午後1時30分〜3時（１件20分程度）

開設日 相談をお受けする人 ご相談いただける内容
7月20日 弁護士

○弁護士・司法書士による相談
　主に成年後見制度利用にともな

う法律関係等（相続、 遺言等
含む）に関するご相談

○社会福祉士による相談
　主に成年後見人等が行う身上保

護等（生活、療養看護に関する
事務）に関するご相談

8月17日 司法書士
9月21日 社会福祉士

10月19日 弁護士
11月16日 司法書士
12月21日 社会福祉士

1月18日 弁護士
2月15日 司法書士
3月15日 社会福祉士

『成年後見制度』って最近
よく耳にするけど、

どんな制度？

近くに頼れる親族も
いないし、

将来が心配・・・

共同募金会岐阜市支会では、皆さまからいただいた共同募金
がどのように使われているのか知っていただくために、配分を
受けた団体の活動をご紹介しています。

共同募金
配分レポート

▲ホットロースター

共同募金配分団体施設／特定非営利活動法人 障害者自立センターつっかいぼう
共同募金配分事業／授産活動に係る備品整備事業（令和2年度実施）

　共同募金会からの配分金により、焼いもを作るホットロースターと温蔵ケースを整備
させていただきました。
　今回整備したホットロースターは温度や焼き上げ時間が管理できるため、利用者さん
が安全かつ同一品質に焼き上げることが可能となりました。
　焼いもは昨年秋から今年の春まで、学校や企業からの注文販売と施設駐車場内にて
店頭販売をしました。買いに来ていただいたお客様からはあたたかい言葉をいただき、
利用者さんにとって、焼いもの販売は喜びとやりがいを感じられるものとなっています。
　これからも地域とのコミュニケーションを大事にしながら、事業所一丸となって頑張っ
ていきます。本当にありがとうございました。
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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
※来所相談です。　　　　（直通）

家庭での困りごとや心配ごとなど

◦
介護予防教室は①〜⑤から

2教室までお申し込みいただけます。
◦

複数教室ご希望の場合も、一枚の往復はがき
でお申し込みいただけます。

◦
介護予防教室の申込締切は、すべて

8月6日（金）消印有効です。

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）

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
（岐阜市北保健センター内1階）
TEL 295-1185・FAX 296-7128

〒500-8268
岐阜市茜部菱野1丁目75番地2
（岐阜市南保健センター内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

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60名収容　 　中会議室（69㎡）約20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。
※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います。　詳しくはお問い合わせください。

福祉活動に活用できる会議室があります

①筋力アップ教室（全3回）
	 ※運動量がかなり多い教室です。

②転倒予防教室（全3回）

日　程 内　容
  9月21日㈫

筋力アップ！
　楽しくできるプチエアロビ♪

  9月28日㈫
10月  5日㈫

日　程 内　容
10月 1日㈮

イスに座って　楽らく体操10月 8日㈮
10月15日㈮

◦時　間　午前10時〜11時　　◦定　員　15名
◦参加費　無料　　◦申込締切　8月6日㈮消印有効
◦場　所　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）

◦時　間　午後2時〜3時　　◦定　員　15名
◦参加費　無料　　◦申込締切　8月6日㈮消印有効
◦場　所　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）

◦時　間　午前10時〜11時　　◦定　員　15名
◦参加費　無料　　◦申込締切　8月31日㈫消印有効
◦場　所　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）

◦時　間　午前10時〜11時　　◦定　員　15名
◦参加費　無料　　◦申込締切　8月6日㈮消印有効
◦場　所　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）

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

③介護予防教室（全2回）

⑥家族介護教室
日　程 内　　容

9月22日㈬ 足から元気に！

日　程 内　　容
8月26日㈭ 笑顔で　楽しく　フラダンス♪
9月  9日㈭ ゆったりヨガで　心も体も　リフレッシュ！

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

右
の
ペ
ー
ジ
も

見
て
ね
！

お申し込みは
往復ハガキで！！
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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

◦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、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及び
  地域において65歳以上の方の見守り・その他の支援を行っている方
◦お申し込み方法 往復はがきに下記の要領で記載の上、お申し込みください。
 １　はがき往信の表面に、本会住所を記入してください。
 　　〒500-8309　岐阜市都通2-2　岐阜市民福祉活動センター2階
 　　 　 岐阜市社会福祉協議会　企画運営係宛
 ２　はがき往信の裏面に、●ご希望の教室名（複数教室ご希望の場合も、一枚の往復はがきで
  お申し込みいただけます）●ご自分の住所　●氏名　●年齢　●電話番号（携帯電話でも可）
  を記入してください。
 3　はがき返信の表面に、ご自分の住所等を記入してください。
 4　はがき返信の裏面は白紙のままでお出しください。
◦お問い合わせ先 岐阜市社会福祉協議会　企画運営係まで　TEL 255-5511
 ※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開催を中止する場合があります。

お申し込みについて

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〜日曜日の午前7時〜午後7時
のうち1時間以上活動できる方

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
概ね午前8時45分〜午後5時30分の間

資格

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

④認知症予防教室
　じっくりコース（全5回）

⑤認知症予防教室
　はつらつコース（全5回）

日　　程
  9月27日㈪
10月  4日㈪
10月11日㈪
10月18日㈪
10月25日㈪

日　　程
  9月  2日㈭
  9月  9日㈭
  9月16日㈭
  9月30日㈭
10月  7日㈭

④じっくりコース、⑤はつらつコース
　いずれも下記のとおり
◦内　容　若返り体操と簡単ゲームで
　　　　　　　　　　　　　　脳ストレッチ
◦時　間　午前10時〜11時
◦定　員　15名
◦参加費　無料
◦申込締切　8月6日㈮消印有効
◦場　所　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）

（おおむね75歳以上の方） （おおむね65歳から74歳の方）

注意！！

申込が往
復はがき

に

変更にな
りました

！
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早田支部　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／美島会館　他

長森南支部　おしゃべりカフェ
●開 催 日／毎月第1、第3月曜日　10：00〜11：30（現在は休止中）
●開催場所／高田公民館

長森北支部
●開 催 日／毎月2〜3回程（水曜日及び土曜日等の午前中に実施予定）
●開催場所／長森北公民館

三里支部　ふれあい・いきいきサロン
●開 催 日／毎月第4金曜日
●開催場所／三里公民館　他

岩支部　新岩田坂サロン
●開 催 日／毎月第4金曜日　9：30〜11：00（現在は休止中）
●開催場所／新岩田坂公民館

三輪北支部　たんぽぽキッズ
●開 催 日／年5回
●開催場所／三輪北公民館

この日は、新聞紙パズルを行いました。「いつまでも健幸で暮らそまい！」をモッ
トーに音楽療法を取り入れるなど、毎月趣向を凝らしたサロンを開催しています。

オカリナや音楽療法体験、お寺さんの法話などを聞きながら楽
しくお茶をします。再開が待ち遠しいです。

1歳〜3歳までのご家庭がサロンを通じて、友達の輪がひろがる
よう工夫をして開催しています。笑顔がいっぱいです。

感染対策を徹底して、サロンを再開しました。心と体の健康を
目指し、皆で笑い・考え・運動をしています。

三世代でスカットボール！年代を問わずにワイワイと盛り上がり、
時間を忘れて楽しみました。皆さん再開を待ち望んでいます。

お話グループみみずくさんによる絵本や紙芝居などのお話会を開催しました。
今回は地域の方にもご参加いただき、世代を超えて楽しい時間を過ごしました。

　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

  子育て支援サロン

※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。

一昨年の様子です

一昨年の様子です

一昨年の様子です

※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。
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