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令和 3 年度 登録更新 受付開始！

新規登録は随時受け付けています！

※初めて登録される方は面談にて受け付けます。

　

　まなバンク登録 （２年更新）、 個人ボランティア登録 （1 年更新）、 市民活動ルーム利用登録 （1 年更新）
全ての更新受付が始まりました。 4 月 1０ 日 （土） までに、 メール ・ 郵送 ・ 来館にて更新手続きをお願い
します。 ご来館での登録更新を希望の場合は、 お手数ですが密を避けるために、 事前に電話にてご予約
ください。

　　

　

登録者の皆さまへ

まなバンク登録

【団体】
社会貢献活動を行っている団体が対象です。

活動情報が発信できます。

【サークル】

生涯学習活動を行っている団体が対象です。

会員募集情報が発信できます。

【講師 ・ 活動披露 ・ 交流】

今までに培った知識や経験、 特技を活かして、

講師や活動披露を行う個人 ・ 団体が対象です。

☆登録すると ・ ・ ・

市民からの要望に応じて登録情報を提供します。

また、 活動依頼を相談コーナーが受付け、 希望に

添ったコーディネートを行います。

　　
個人ボランティア登録

高校生以上が対象です。

希望に添った活動を紹介します。

市民活動ルーム利用登録

岐阜市で活動する団体 （ボランティア団体 ・ＮＰＯ法人 ・

市民活動団体） の社会貢献活動、 サークルなどの生涯

学習活動を支援するために設けたスペースです。

利用登録には、 地域活動情報システム 『まなバンク』

への登録が必要です。 登録団体には利用登録カードを

発行します。

登録後は、 印刷機 ・ 紙折り機 ・ 丁合機 （ソーター） ・

ロッカー ・ メールボックスも利用できます。

　

　

　岐阜市生涯学習センターでは、 生涯学習やボランティア活動 ・ 市民活動に関するさまざま

な相談に応じると共に、 継続的な支援を行うための登録制度を設けています。 コロナ禍の今

こそ、 人と人とのつながりや情報共有が大切です。 登録された個人及び団体には、 通信誌

による情報提供 （年４回） や活動機会の提案などを行っています。

　　

　



　　

　　

　　 

 

★

４/２４(土）午前１０時～１１時３０分

講　師 ： 高橋　秀典　氏　岐阜市立女子短期大学 食物栄養学科 教授、医学博士　　

会　場 ： ハートフルスクエアーＧ ２階 大研修室

対　象 ： 一 般

定　員 ： ４５ 名（応募者多数の場合は抽選）　　

受講料 ： ３００円

締　切 ： ４月９日（金）※必着

講 座 案 内

応募方法

　往復はがきまたはEメール（1人１通）に、① 講座名 ② 〒・住所 ③ 氏名 

   ④ 年代 ⑤ 電話番号 を記入し、下記へお申し込みください。直接お申し込み

　の場合は返信用のはがきをお持ちください。

申込 ・ 問合せ先

　岐阜市生涯学習センター 　生涯学習係
　

    ※「パソコン指導力レベルアップ！」は、現在の活動状況を記入してください。

     ※メール受信確認後３日以内に確認メールを送信します。届かない場合は電話でお問い合わせください。
　     迷惑メールの設定をされている方は、メールが届く様に設定をお願いします。

〒５００－８５２１　岐阜市橋本町１－１０－２３　ハートフルスクエアーＧ内
ＴＥＬ／０５８－２６８－１０５０　Ｅメール／ hsg08@ccn.aitai.ne.jp

※新型コロナウイルス感染症の状況次第では中止する場合があります。

　地域で活動しているパソコン指導者を対象に、Word・Excelの指導の仕方やセキュリティ対策の
知識、指導者としての活動方法などを学びます。（Windows10での指導となります）

会　場 ： ハートフルスクエアーＧ ２階 パソコンルーム

対　象 ： 地域でパソコン指導者として活動している人、Word・Excelを使ったことがある人

定　員 ： ２０ 名（応募者多数の場合は抽選）　　

受講料 ： ２,１００ 円

締　切 ： ５月６日（木）※必着

           

５/２０・２７、６/３・１０・１７・２４、７/1（各木）　
  全7回　いずれも午後１時３０分～４時３０分

コロナ禍の今こそ学びましょう！

認 知 症 の 理 解

 岐阜市立女子短期大学との連携講座

パソコン指導力 レベルアップ！

パソコン指導者養成講座

　認知症の初期症状や、治療法の基本的な事柄と予防に良いといわれている生活習慣などを学びます。



開催日：１月１６日～２４日 

 

 

 講座レポート 
 

がんばらない介護 ～心が軽くなるヒント～ 

 
 誰もが介護し介護される時代になりました。そのため、毎年１０万人以上が介護離職をしています。 
自分の時間・心・身体を大切にしながら、家族との時間も大切にするヒントを学びました。 
 
 

 
 
 
 
 
 
★人を支える人こそ、サポートを必要としています。 
 ⇒介護は“社会全体で支える時代”になりました。 
 
★いろいろな思い込みに縛られていませんか？ 
 「介護は家族がするもの」「相談するのは甘え」「ちゃんとできない自分はダメだ」 
  ⇒心が折れたり、燃え尽きてしまいます。 
 
★そうならないために、回復力を高める方法として… 
 ・睡眠（７時間） ・一人になる時間 ・栄養    ・有酸素運動 
 ・瞑想      ・人と話す    ・文化的活動  などが必要です。 

＜受講者の声＞ 

 私だけじゃないんだと、心が楽になりました。 
 お世話になった方に、がんばりすぎずに恩返しをするヒントをたくさんもらいました。 
 
 

 文化・芸術の 灯
ともしび

は消さない 

 
 コロナ禍が人々の暮らしや経済、そして文化・芸術に大きな影響を与えています。一度消えかけた文化・芸術の灯 
を再びともしていくことは容易ではありません。困難を乗り越え、活動再開のために取り組み、活動を続ける意味を 
共に考えました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜受講者の声＞ 

 このような時代にこそ、文化・芸術の力が必要。 
 国や社会からの支援の必要性を感じました。 
 リモートとは思えないほど、楽しく参加できました。 

ハートフルフェスタは、館内の５つの施設が協力して企画・運営するイベントです。 
その中から生涯学習講座と『まなバンク』登録団体による展示を紹介します。 

 

講師：橋中 今日子 氏 
介護者メンタルケア協会 代表・ 
理学療法士 

講師：井上 麻矢 氏 
劇団「こまつ座」 代表取締役社長・ 
公益社団法人日本劇団協議会 理事 

 文化・芸術活動が行われる多くの施設には「観客定員の半分以下」
という規制が重くのしかかり、上演すればするほど赤字計上されて
しまいます。この逆境を“次にどう生かすのか”記憶し共有する機能
として、文化・芸術は社会に必要なのです。 

 介護には、大きく分けて、「パニック期（治療と相談をする時期）」「環境調整期（介護
保険の申請をする時期）」「生活期（サービスを活用する時期）」「看取り期」の４つの時
期があります。それぞれの時期に適した制度を活用し、周りの人に協力してもらうこと
がとても大切です。 

☆東京の講師と会場をつないで 
     オンライン開催しました！ 

ハートフルレクチャー 

生涯学習によるまちづくり人材養成講座 



〒500-8521　岐阜市橋本町 1-10-23
　　　　　　ハートフルスクエアーＧ内
〒500-8521　岐阜市橋本町 1-10-23
　　　　　　ハートフルスクエアーＧ内

※毎月最終火曜日及び、12 月 29 日～ 1月 3日は休館日※毎月最終火曜日及び、12 月 29 日～ 1月 3日は休館日

TEL：058-268-1055　FAX：058-268-1056
対応時間：9:30 ～ 16:00（平日）
TEL：058-268-1055　FAX：058-268-1056
対応時間：9:30 ～ 16:00（平日）

岐阜市市民活動交流センター
ボランティア相談窓口
岐阜市市民活動交流センター
ボランティア相談窓口
〒500-8076　岐阜市司町 40-5
　　　　　　みんなの森 ぎふメディアコスモス
〒500-8076　岐阜市司町 40-5
　　　　　　みんなの森 ぎふメディアコスモス内

※毎月最終火曜日及び、12 月 31 日～ 1月 3日は休館日※毎月最終火曜日及び、12 月 31 日～ 1月 3日は休館日

TEL：058-264-0011　FAX：058-227-7596
対応時間：9:30 ～ 16:00（窓口・電話・HP にて要確認）

TEL：058-264-0011　FAX：058-227-7596
対応時間：9:30 ～ 16:00（窓口・電話・HP にて要確認）

岐阜市生涯学習センター
生涯学習・ボランティア相談コーナー
岐阜市生涯学習センター
生涯学習・ボランティア相談コーナー

登録ID:10201 (寄せ植え・花育)

　

ボランティア活動保険のご案内
　ボランティア活動中の様々な事故によるケガや損額賠償責任を補償します。
　個人・団体の加入が可能です。

社会福祉法人　岐阜市社会福祉協議会　岐阜市ボランティアセンター
〒500-8309　岐阜市都通 2-2　岐阜市民福祉活動センター 2階　

TEL：058-255-5511　

【手続きに必要なもの】
・印鑑（法人の場合は法人印）　
・団体の場合は名簿（住所・氏名・電話番号）
【補償期間】
・令和 3年 4月 1日午前 0時～令和 4年 3月 31 日午後 12 時
※中途加入の場合は、加入手続き完了日の翌日午前 0時～令和 4年 3月 31 日

　午後 12 時までとなります。

※保険加入の際は、岐阜市ボランティアセンターへの登録が必要です。また、ボランティア行事用保険もあります。
　詳しくは岐阜市社会福祉協議会またはお住まいの地域の「社会福祉協議会」へお問い合わせください。

【保険料（1名あたり）】

基本プラン基本プラン 地震補償プラン
天災・地震

350 円350 円 500 円500 円

アンサンブル スリアン
登録ID:20090 (マンドリン・フルート・キーボード演奏)　

毎月１回公民館に集まり
練習をしています。

まなバンク登録団体の活動レポート

(一社)寄せ植え華道協会 岐阜支部

　

鉄道友の会 名古屋支部 岐阜サークル
登録ID:10165 (鉄道愛好)　

三密を避け、検温・マスク着用など感染防止対策を実施しながら例会を
行い、会員相互の情報交換ができるようにしています。
撮影会・見学会は回数こそ減りましたが、鉄道事業者の協力により人数
の制限などを設けて実施しています。
会員からの投稿をまとめた通信を２ヶ月に１回発行し、支部と会員との
繋がりを大切にしながら活動を続けています。

ハートフルフェスタ2021参加団体から、コロナ禍での活動の様子や工夫していることをお聞きしました！

現在寄せ植えの個人指導は行ってい
ませんが、フラワーフェアやハウジ
ングギャラリー・ミニガーデンなど
ディスプレイを中心に活動していま
す。できあがった作品は、メールや
ＳＮＳを活用し会員間で楽しみを共
有しています。

人との接触を避けつつ活
動披露を行うために、演
奏の様子をＤＶＤにして
依頼を受けた団体へお渡
ししています。

問 合 せ 先

令和３年度の加入申し込みが
はじまります！

加入プラン加入プラン

保険料保険料

FAX：058-255-5512


