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岐阜市社会福祉法人連絡会設立総会の様子

あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします

設立準備委員会の様子

研修会の様子

市内の社会福祉法人が連携・協働し、
誰もが安心していきいきと心豊かに暮らせるまちづくりを推進していきます
（この度設立しました「岐阜市社会福祉法人連絡会」につきましては、本誌4ページに紹介しております）
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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。

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喜び申し上げ
ます。また旧年中は、本会事業推進に格別のご理解と温かいご支援を賜り、
心から感謝を申し上げます。
コロナ禍のもと新年を迎えることとなりましたが、福祉・医療の最前線で
日夜御尽力されている皆さまをはじめ、社会を支えてくださる皆さまに、心
から感謝と敬意を表します。
さて、今回の感染の拡がりにより、私どもは市民の皆さまの暮らしや困り
ごとに思いを巡らせ、また、人とのつながりのあり方を改めて考えさせられ
ることとなりました。こうした中、本会では 「困りごとを受け止める体制づ
くり」 の強化を図るため、昨年より市と連携し「福祉まるごと支援員」 の配
置や 「岐阜市成年後見センター」 の運営を行うとともに、市内社会福祉法
人が連携体制を築く「社会福祉法人連絡会」 を本格始動しております。
また災害時の対応として、岐阜市および岐阜青年会議所との間に協定を
結び、
「安心して心豊かに暮らせるまちづくり」に微力ながら尽力させていた
だいております。
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、地域の福祉力向上に努めてまいりますので、引き続きのご支
社会福祉法人
岐阜市社会福祉協議会

援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

会長

年のご挨拶といたします。

結びに、皆さまのますますのご健勝とご多幸を心から祈念申し上げ、新

神田 定夫

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

26,662,100円

（令和3年12月14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
20,669,900円
特別会費 （個人） 2,424,200円
特別会費 （法人） 2,586,000円
施設・団体会費
412,000円
賛助会費
570,000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
有限会社亀甲屋本舗
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
加野医院
株式会社オゼキ
有限会社宮本仏壇店
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
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
株式会社忠南製作所
圓龍寺

1口
株式会社吉むら名産店
魚松
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
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
株式会社岐阜ベルト
伊塚歯科医院
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
株式会社ウスイ消防
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
株式会社日本キャンパック岐阜工場
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
株式会社藤澤酒店
瓶由株式会社
株式会社丸陸
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
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
高橋建装株式会社
ローソン岐阜都通店
昭和コンクリート工業株式会社
エディオン岐阜オーキッドパーク店
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
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

1口
岐阜北建設株式会社
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
石田内科
岐阜流通センター協同組合連合会
つばさの会おおぞら
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
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
玉田建設株式会社
日新印刷株式会社
大東株式会社
有限会社三進社印刷所
株式会社イズミ通信
岐阜交通東部株式会社
株式会社コームラ
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
高橋電気工業株式会社
日本ガード株式会社
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
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 岐阜支社
株式会社ムトー
株式会社安部日鋼工業
河村製紙株式会社
株式会社フジックス
（順不同・敬称略）

合計 260口、244特別会員
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岐阜市社会福祉法人連絡会 が設立されました！
岐阜市内の社会福祉法人が、情報共有や、専門性
を活かした地域課題の解決、連携と協働による地域づ
くりの推進を図ることを目的に、令和元年より準備委
員の皆さんと協議を重ね、この度岐阜市社会福祉法
人連絡会が設立されました。
ここでは連絡会員の法人や、連絡会の取り組み内
容を紹介します。
（岐阜市社会福祉協議会は、岐阜市社会福祉法人連
絡会の事務局を担っています。）

令和3年10月5日に岐阜市社会福祉法人連絡会が設立されました。 私たち、
社会福祉法人は、これまでも公益性・非営利性を備えた公的法人として、そ
れぞれが社会福祉事業や公益事業に邁進してきたところですが、現在、個々
の社会福祉法人によるこれまでの取り組みに加え、地域福祉の担い手として、
複数の法人の連携・協働による更なる地域社会への貢献が求められております。
岐阜市社会福祉法人連絡会は、一法人では対処できない課題解決を通じ、
岐阜市社会福祉法人連絡会
会長

松原 隆行

市内の全ての社会福祉法人が地域社会から信頼され、それぞれの地域におけ
る身近な社会福祉拠点として必要不可欠な存在となるよう、設立の趣旨に添
い、社会福祉の一層の発展のため、さらなる努力を続けてまいります。

（社会福祉法人 長良福祉会）

岐阜市では社会福祉法人との連携・協働により様々な地域福祉活動が実施されています。

・施設のスペースを活用した子どもの居場所づくり及び学習支援や
高齢者の集いの場
・地域の生活困窮世帯への食品等の提供

など

私たちが岐阜市社会福祉法人連絡会 会員です
・岐阜老人ホーム

・千代田会

・みどり福祉会

・ともいき福祉会

・興生会

・岐阜市社会福祉事業団

・岐阜アソシア

・宝和会

・舟伏

・岐阜龍谷会

・和光会

・岐協福祉会

・清穂会

・ポップコーン福祉会

・英集会

・井ノ口会

・豊寿会

・いぶき福祉会

・誠広会

・幸紀会

・長良福祉会

・瑞鳳会

・岐東福祉会

・岐阜市社会福祉協議会

・長良川記念会

・イーストヘルスケアソサエティ

・日本児童育成園
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27法人 （順不同）

岐阜市社会福祉協議会
マスコットキャラクターの
ご応募ありがとうございました!!

投票期間

2/15（火）まで
おひとりにつき1投票

市内の方を中心に県外の方からもたくさんのご応募をいただき、
754点の作品が集まりました。第1回マスコットキャラクター選考委
員会を開催し、12点の作品が選考を通過しました。
なお、最終選考につきましては、皆さまからのキャラクター投票の
結果を踏まえ、第2回マスコットキャラクター選考委員会で決定する
予定です。皆さまの投票お待ちしております！

皆さまの投票で
上位に選ばれた作品の中から
最優秀賞を決定いたします！

【選考の流れ】
第1回選考委員会
（12/14開催しました）

キャラクター投票
（1/15〜2/15）

投 票 方 法
①GoogleフォームよるWEB投票
②投票用紙を投票箱に入れる
③投票用紙をFAXする
※詳細は岐阜市社協ホームページをご覧ください。

第2回選考委員会
（令和4年3月開催）

キャラクター発表
令和4年4月

お問い合わせ先
〒500-8309 岐阜市都通2-2
岐阜市民福祉活動センター内2階
岐阜市社会福祉協議会
マスコットキャラクター募集係
TEL 255-5511 FAX 255-5512

WEB投票ページ

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。
地域福祉活動を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、岐阜市と共催しております「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12名、
社会福祉施設等役職員23名、福祉ボランティア6名
【感謝】社会福祉事業協助者4団体、特別会員 （法人） 14法人、
賛助会員 （法人） 4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3年8月21日から12月14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
・一般財団法人岐阜社会福祉事業協力会……………………400,000円
・コーヒーレスト ポポラート………………………………… 14,035円
・香典返し寄附 （故） 川島美奈子
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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日常の ちょっとした困
社協支部事業
地域の助け合い活動 生活支援サービス
誰もが住み慣れた地域で安心して自立した生活を実現するためには、公的なサービスだけでは対処
できない様々な問題に対応することが必要とされています。
今後、少子高齢化や地域における人と人とのつながりの希薄化が一層拡大していくことが懸念される
中、既存の地域福祉活動に加え、日常の“ちょっとした困りごと"を住民同士の助け合いで解決する生
活支援サービス（助け合い） 活動を行う社協支部を紹介します。

どんな内容？
高齢者や障がい者など支援を必要とする人を対象とした日常
の“ちょっとした困りごと”を支援しています。
（例）・庭の清掃 （草取り、枝払いなど）
・ごみ出し
・電球の取り換え
・家具の移動 など
※上記活動の対象や支援内容は地域により異なります。
※社協支部の地域内を対象としています。

ます

てい
市内で広がっ

今年度金華地区において、少子高齢化の進行などにより今ま
でできていたことができなくなったり、病気や怪我などで不自由
な方がいることを地域課題としてとらえ、住民向けのアンケート
調査を実施しました。そこで、
「ちょっとした手助けが欲しい」
「地

活動者向け研修

域のために活躍したい」という声を拾い、社協金華支部をはじめ、
まちづくり協議会や地域の各種団体と共に、「ボランティア金華助
け愛隊」 を発足し、実施支部の講話、打合せを重ねて活動開始
に向けて進めています。

支 部：芥見東支部
設 立：平成２４年５月
名 称：小さな手助け
〈活動を通して〉
芥見東の 「小さな手助け」 は、住民の日常生活を支えるご近所
付き合いになっています。草取り、枝払い、買い物、家具の移動、
包丁研ぎ、資源分別回収の運搬から終活の支援までちょっとした困
りごとをお手伝いします。少し汗をかくだけで大変喜んでいただき、
手助けした方も穏やかな充実した日が送れます。 元気なうちに手助
けして、いずれは助けてもらうように循環型社会を営んでいます。
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包丁研ぎ （研修）

りごと
（助け合い）活動

を応援するための

が広がっています

支 部：藍川支部
設 立：平成29年5月
名 称：小さな手助け藍川
〈活動を通して〉
コロナ禍で依頼をためらう方がおり、件数は伸び悩みましたが、
出来る事だけを少人数で行いました。ただボランティアスタッフの高
齢化が進み出来る範囲も狭まってきています。 そんな中でも作業が
終わった後の利用者の嬉しそうな声と、ボランティアスタッフの満足
そうな笑顔に支えられ更なる充実をはかりたいと考えます。
少しばかりの手助けがあれば、住み慣れた藍川の地で暮らしてい
きたいという高齢者や独居の方の思いにそって活動していきたいと
思います。

庭の清掃

支
名

庭の清掃

支 部：芥見支部
設 立：平成30年4月
名 称：お互いさまネットあくたみ
〈活動を通して〉
高齢化、孤立化が進み、高齢者、障がいのある方、一人暮らしの方は、
ますます社会参加がむずかしい世の中となっています。
そんな中、比較的元気な高齢者 （ボランティア） があなたの声 「お願い
したい」 を待っています。
「何かお手伝いすることはないですか」 と、庭の
草取り、枝払い、ゴミ出し、家具移動、買い物代行などをサポートします。
またこの団体は、地域の日常生活の安心安全を見守る隊でもあります。
気軽にお声がけください。わからないことは芥見公民館へお尋ねください。

部：早田支部
設 立：平成30年9月
称：早田にこにこ助け合いの会

〈活動を通して〉
活動者にとって喜んでいただける姿が何よりの励みです。
「また
やっても良い」 と思える範囲での活動を心がけていますので、活動
者の技量を超えないなかで、様々なご依頼を受けています。今では、
依頼者からの口コミでも広がり、地域に浸透してきました。 活動中
に近所の方が手助けに加わって、助け合いの輪が広がりつつありま
枝払い

す。

活動後の集合写真

支 部：鏡島支部
設 立：令和元年10月
名 称：ほっこりネット鏡島
〈活動を通して〉
設立して2年、各種宣伝、口コミなどで地域の皆様に多少なりとも名
称、活動を知っていただける様になりました。メンバーの7割弱が高齢
者 （65歳以上）、依頼の7割程は草取り、枝払いと重労働が占める為、
若手の担い手、後継者加入が一番の課題です。自主的な活動をしてい
る中学生ボランティアとのコラボ、各種団体との協力関係など模索中で
すが、皆が住みやすい良い地域にしたい！との思いは同じ。 解決できな
い課題ではありません。 将来的には、消防、水防団並みに地域の皆様
に親しんでいただける団体にしたい!なりたい！と思います。
2022 No.174

7

赤い羽根共同募金にご協力
ありがとうございました
岐阜市支会

募金額

45,372,247円
（令和3年12月14日現在）

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。
集まった募金は令和4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。

配分レポート
社会福祉法人

岐阜老人ホーム

ガス回転釜更新設置事業

当施設は、養護老人施設です。多様な福祉サービスを総合的
に提供し、創意工夫することで、入所者さんの個人の尊厳を保
持しつつ、自立した社会生活を営むことが出来るよう、支援をす
ることを目的としています。
入所者の皆さんが、楽しく、元気に、安心な生活を送れるよ
う支援させていただいております。

ありがとうメッセージ

▲ガス回転釜

岐阜老人ホームでは、季節や栄養面、入所者さんの好みや状況に合わせて献立を作成し、食事を作ってお
ります。しかしこれまで使用していた回転釜は、経年の使用で蓋の接続部が劣化、また調理つまみも操作し
づらくなっておりました。
今回購入させていただいた新しいガス釜は大変使いやすく、とても調理しやすくなりました。
これからも入所者の皆さまに美味しい食事を提供できるよう、心掛けていきます。
本当にありがとうございました。
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専門職による成年後見制度に関する相談会
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無料相談会 （面談） です。
◆相談場所 岐阜市役所1階 高齢福祉課内相談室
◆相談日時 毎月第3火曜日 午後1時30分〜3時 （1回20分程度）
開催日

相談をお受けする人

1月18日 弁護士
2月15日 司法書士
3月15日 社会福祉士

ご相談いただける内容
○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 （生活、療養看護に関する事務） に関
するご相談

◆お申込み・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。

令和3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 （7/15、8/3）とステップアップ
編 （10/14） の2回に分けて開催し、延べ45名の方に修了証をお渡し
しました。
基礎編では、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、コロナ禍でもできるようなレクリエーションの工
夫や応用の仕方、活動をする上で参考になる講話や実践紹介を聞き自
分なりに活動できることを考えました。

岐阜市
福祉の店

友&愛

受講者の感想
・身体を動かしたり、頭を使ったり
することで気分がリラックスでき
たので、 何か活動するときに参
考にしたい。
・地 域包括支援センターの方がど
のような仕事をされているのか
わかったし、 いろんな関わり方
があることを知った。
・高齢者の方とのコミュニケーショ
ン の 大 切さ、 家 族 の 中 で の 役
割を取らないことが大事だと分
かった。

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など、どの商品も心
を込めて作っています。
ぜひ、一度お立ち寄りください。
岐阜市正木中1丁目2番1号
マーサ21
（営業時間 午前10時〜午後9時）
☎295-2315
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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。

介護予防教室 〜活動的な生活を過ごすために〜
◦日程・内容 （単発）
日

程

内

3教室から、ご希望の教室を
1教室選び、往復はがきにて
お申込みください。

容

時

間

締

切

参加費

令和4年2月21日（月） ゆったりヨガで 心も体も リフレッシュ！

午前10時〜11時

2月1日消印有効

無料

令和4年2月22日（火） フットマッサージをやってみよう！

午後2時〜3時

2月1日消印有効

無料

令和4年2月25日（金） 免疫力アップ！自分で出来るリンパマッサージ

午前10時〜11時

2月1日消印有効

無料

◦定

員

15名

◦場

所

岐阜市民福祉活動センター （岐阜市都通2－2）

お申し込みについて
◦対
象
◦お申し込み方法

◦お問い合わせ先

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
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。
記入漏れのないように
〒500-8309 岐阜市都通2-2 岐阜市民福祉活動センター2階
お願い致します！
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 （1教室のみ） ●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・氏名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。
岐阜市社会福祉協議会 企画運営係まで TEL255－5511
※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。

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／255-5511 FAX／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
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北部センター
南部センター

〒502-0082 岐阜市長良東2丁目140番地
（岐阜市北保健センター1階）
TEL 295-1185・FAX 296-7128
〒500-8268 岐阜市茜部菱野1丁目75番地2
（岐阜市南保健センター2階）
TEL 277-8680・FAX 277-8681

社協柳津支所

〒501-6121 岐阜市柳津町下佐波1丁目8番地
TEL 279-1800・FAX 279-1898

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

訪問介護サービス
事業所

〒500-8302 岐阜市本郷町5丁目22番地 CASA本郷 501号室
TEL 201-1812・FAX 201-1813

日常生活自立支援事業

生活支援員を募集します！

日常生活自立支援事業とは…
日常生活自立支援事業は、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、住み慣れた地域のなかで安心して生活できるように、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。
◆活動内容
生活支援員は、日常生活自立支援事業の担い
手として、利用者の自宅や入所中の施設などを
訪問し、支援計画に基づき、福祉サービスの利
用手続きや、生活費の払い出しなど日常の金銭
管理などを支援します。
なお、初回相談から支援計画の作成、利用契
約の締結に至るまでの業務は、本事業の担当職
員 （専門員） が行います。
◆活動費
1時間

1,000円 （交通費含む）

◆応募資格
・20歳以上70歳未満の方
・ボランティア活動や福祉に関心をもって活動し
ていただける方
 現在、 民生委員・児童委員やホームヘル
パーとして活動している方は除きます。
・週に1回、1時間程度活動できる方
・下記日程の説明会に参加できる方
◆説明会日時

3月9日（水） 午後1時30分〜

◆説明会会場

岐阜市民福祉活動センター

◆お申し込み期限

2月28日（月）

◆お申し込み方法
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・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

介護サービス事業の
臨時職員を募集しています
訪問介護・臨時職員
【登録ヘルパー】

週1回でも
OK

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 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
※訪問入浴の臨時職員も随時募集中
お問い合わせ先

訪問介護サービス事業所 TEL 201-1812

福祉活動に活用できる会議室があります
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。

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
2022 No.174
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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

徹明支部

※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。

日置江支部

いきいきサロン

●開 催 日／毎月第２水曜日
●開催場所／徹明公民館

次木ふれあいいきいきサロン

●開 催 日／毎月第３火曜日（１月は除く）
●開催場所／次木公民館

10月よりサロンを再開しました。消毒などの感染予防を徹底して介護予防
を目的に、健康体操、脳トレ、講話を皆さんと楽しみながら行っています。

新型コロナの感染予防をしながら、健康増進、介護予防を目指して、工夫
を凝らした創作やゲーム、レクリエーションや筋トレなどを行っています。

一昨年の様子です

芥見南支部

南山サロン

●開 催 日／毎月第４木曜（現在は休止中）
●開催場所／南山公民館
この日はオーラルフレイルを予防するための口腔体操などを行いま
した。皆で挑戦すると自然と笑顔になりますね。

子育て支援サロン

三輪南支部

三嶽いきいきサロン

●開 催 日／毎月第２月曜日（１月.８月除く）		
●開催場所／上組公民館
サロンを再開しました。久しぶりに皆でおしゃべりして身体を動か
し、笑いの絶えない時間となりました。

※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。

一昨年の様子です

芥見東支部

●開 催 日／毎週土曜日
●開催場所／みどりっこハウス
芥見東支部では子育て中の親子と子ども達を対象に、絵本の読み聞かせや学習
支援などを行っています。地域で子どもを育てるという事を大切にしています。
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一昨年の様子です

合渡支部

●開 催 日／年１０回開催
●開催場所／合渡公民館
現在は活動を見合わせていますが、例年、未就学児の親子に参加して
いただき、季節のイベントや遊びを企画して、楽しく交流しています。

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

Eメール office@gifushi-shakyo.or.jp

