
２．岐阜県精神保健福祉会連合会傘下の家族会・事業所  

  家族会・事業所一覧その活動 

 

岐阜地区家族会・作業所  

 ○岐阜市あけぼの会    

   会員数 95 名 

会長 服部信子 岐阜市祈年町１１丁目８－１ 

            TEL 058-247-6004 

定例会 1 回／月 （火・土日など） 

年間行事 ・「あけぼの会たより」を毎月発行。 

     ・年に３～４回 精神科医等を招いての例会。 

     ・当事者会「楽らくクラブ」と花見、クリスマス会などを開催 

 

○かけはし西岐阜（ぎふ脳外傷友の会長良川） 

家族会員  ７０名 

     理事長 西村憲一 所在地：岐阜市市橋３丁目 11-18（作業所） 

            TEL 058-277-6113 FAX 058-213-6120 

      家族会 主な行事 

       ・定例会：年数回 ２８年度は 第１回：6 月 18 日 第２回：10 月 15 日 第 3

回：2 月２５日    

  ・第 38 回岐阜県精神保健福祉会研修会 岐阜大会 11 月 8 日 

  ・岐阜高次脳機能障害ファーラム 11 月 12 日 

･高次機能障害研究会 ５月、親睦交流クリスマス会 12 月 4 日   

   作業所 作業内容：ハンガー作業、加工菓子の袋詰め、車のセンサー部品の組み立

て、 

各種箱の組み立て、部品の検品、紙袋の製作 

 

○タンポポの会 

 会員数 １５名 

 会長 井上 俊子 各務原市那加土山町２－１２９ 

             TEL 058-383-4698 

 定例会 毎月第２火曜日  懇談会 学習会 施設見学 親睦会 

 学習会： 

 ・講師を招いての学習会（各務原の福祉制度、就労支援事業、成年後見人、認知行

動療法、社会 

福祉協議会の活動など） 

 ・資料に基づいた学習会（漫画家 中村ゆき「我が家の母は病気です」等）・研修会



参加・親睦会 

（野外活動、クリスマス会等）・懇談会 

 

○いこい会 

 会員数 ２０名 

会長 吉村とみ 住所：岐阜県本巣郡北方町宮２－９７ 

         TEL 058-324-4009 

定例会 第３水曜日  

    懇親会、学習会、親睦会、その他 

いこい会は２市１郡４町と住所が離れているため、参集には苦慮しながらも、会合を

楽しみにして 

おれることを大切にしています。学習会が少ないのが、今後の課題です。 

 

西濃地区家族会・作業所 

○いぶき会  

   家族会員 ３３名 

会長 磯野直子 所在地：大垣市中野町５丁目 131 番地Ⅰ（作業所） 

         TEL・FAX 0583-74-8980 

定例会  偶数月第３土曜日 

年間行事 ・研修会、講演会参加、忘年会 

 

○いぶき作業所 

通所者数 ２８名 所長 松尾恵子  所在地：大垣市中野町５丁目 131 番地Ⅰ 

           TEL・FAX 0583-74-8980 

   作業内容： 軽作業、ポスティング他 

年間行事：嘱託医との座談会（隔月）、月１回のレクレェーション、日帰りバス旅行、

お花見、 

バーベキュー、忘年会等 

 

○ハウス希望家族会 

会員数 ２６名 理事長 久保田正司 住所：養老郡養老町高田８８番地 

            TEL・FAX 0584-34-3301 

会の趣旨 精神疾患の知識の習得や、障がい者の社会参加の為に、家庭内問題の対策

や、事業所 

訓練の在り方等を討論する会です。 

定例会：奇数月 第２土曜日の午後 



行事参加（無料）：１泊２日研修、日帰り研修（２回）、講演会等、懇親会（任意開催）

等 

資料配付：行政の動き、医療事例、福祉制度の案内等の定期配布 

 ○ハウス希望事業所（Ｂ型作業所・グループホーム） 

理事長 久保田正司 所在地：養老郡養老町金屋７９番地２ TEL・FAX 058４

-32-0088 

・親亡き後の自立生活の為に：①経済的自立の確保（年金＋工賃で１０万円）②グル

ープホーム 

での生活訓練の実施③社会参加の為の研修・行事の実施（無料）１泊研修、社会施

設見学、企 

業出向等 

・利用定員  Ｂ型作業所 ２０名（常勤換算）グループホーム 現在５名（将来８

名） 

・事業内容：Ｂ型作業所：電子部品の組み立・修正、梱包材料の組み立他 

      企業出向（納品受払・出向作業）、帳票の記入・作成他 

      グループホーム（ＧＨ）：自炊訓練、料理教室、清掃等の役割分担他 

    １泊研修・日帰り研修等はＢ型作業所・ＧＨ共同で行います。 

 

 

中濃地区家族会・作業所 

○中濃わかば会 

   会員数２０名 

  会長 田中利正 501-3944 関市山田１１丁目３９－１９        

 TEL・FAX 090･1284･7882  

     定例会：火曜サロン 毎月第１火曜日（懇談会、ＤＶＤ等による勉強会） 

     年間行事・わかば通信の発刊（毎月）・新年会又は忘年会等親睦会 ・各種講演

会参加 

     NPO チームわかば行事に参加 

○ ＮＰＯ法人チームわかば（作業所）（地域活動支援センター）   

  通所登録者：１５名 

  理事長  山田 偉雄  所長 小塩正俊 

         所在地：501-3884  関市孫六町１３  TEＬ・FAX：0575-23-4869 

   作業内容：受託作業  （安全カミソリの組み立て）他  

  年間行事：四季折々のレクレェーション・日帰りバス旅行、市等主催のスポーツ

競技に 

            参加（グランドゴルフ等）､お花見、バーベキュー、忘年会、地元との



地域交流会等 

 

○郡上家族会（つくしの会） 

 会員数 ３０名 

 会長  青木吉男  住所  501-4601  郡上市大和町大間見１６４８－１  

090-2610-2409 

 定例会：年次総会 

 年間行事：各種研修会及び講演会に参加 

      年４回、つくしの家と共同で料理・食事会を実施（朴葉すし・カレー等） 

 

○フレンドシップ つくしの家（就労継続支援Ｂ型作業所） 

 登録者数 ３３名  管理者 金子春彦 

 所在地： 501-4612  郡上市大和町剣６１－１  TEL  0575-88-4910  FAX 

0575-88-4917 

 作業内容：アルミ缶潰し・家電製品リサイクル・自主製品（ハーブ溶剤等） 

 受託作業：ガス器具部品組み立て・厚紙箱折り・缶バッチ組み立て等 

 年間行事：花見会・日帰りバス旅行・研修会参加・バーベキュー・料理教室など 

 

○可茂地区家族会 

  代表 宮崎 智  〒509-0221 可児市広眺ケ丘５－２０ 

           TEL・FAX 0574-62-5853 

   会員数：３０名 

   活動方針  ・病気や制度を正しく理解し、互いに励まし合い助け合う 

         ・暮らしやすい社会の実現に向けて地域に働きかけをする。 

  活動内容  ・歓談会年 6 回開催  ６・８・１０ 偶数月    

        ・定例会 年２回 

 

  

 ○ＮＰＯ法人 ひかりの家（就労継続Ｂ型作業所） 

 理事長 柳橋 廣志 所在地 〒505-0037 美濃加茂市前平町３丁目３０番地 

              TEL・FAX 0574-27-3946 

 通所者数 ：１４名 

 作業内容 婦人用カミソリの組み立て 

 主な年間行事 ・創作活動（陶芸・トンボ玉） ・研修旅行  ・ボーリング 

        ・カラオケ  ・バーベキュー 等 

 



 

○白川町やすらぎ会 

  会員数 名 

  会長 安田千鶴子 住所 加茂郡白川町切井２００１番地９ 

           TEL 0574-73-1541 

  総会、研修会への参加、学習会など  

 

東濃地区家族会・作業所 

○ＮＰＯ法人東濃さつき会 

  会員数 ４０名 

  理事長 江崎 道春 多治見市宝町８丁目１４番地 

  所在地 多治見市大薮町８４９－１（事業所） TEL・FAX 0572-27-3744 

  本年度の取り組み：１月：新年会   ２月：既婚障がい者の話を伺う会  

３月：SST４の実際、お話と実演     ４月：役員会 

５月：定期総会・DVD 鑑賞と交流会  ６月：役員会 

７月：精神障がいをめぐる DVD を見てのおしゃべり会 

８月：もっと薬のことを知りたい：薬剤師さんのお話し 

１０月：瑞浪福祉祭り参加・出店 １１月：バスツアー（美濃市）、岐阜県家族大会 

１２月：相談支援員さんの仕事と私たちへの援助：直接話を聞こう 

○ピュアハート姫（就労継続支援Ｂ型事業所） 

 登録者数３９名 所長：酒井郁美 

 所在地 多治見市大藪町８４９－１ TEL・FAX 0572-27-3744 

  作業内容：自主製品：クロスパックン、エコバック・テイッシュ入れ等縫製製品、 

           新聞紙バック、アクセサリーなど 

工賃作業：箱折り、チラシ折り、シール貼り・タグ付け、部品組み立て、縫製加工、 

衛生製品、CD 分別など 

その他：毎週水曜日：スポーツ、隔月：パン教室、農園で玉ねぎ・ジャガイモ等栽

培 

  毎月：映画鑑賞、食事会、花フェスタ、カラオケ、お花見など、毎年バスツアー 

○ドリームプラザ（就労継続支援Ｂ型事業所） 

  登録者数２２名 所長：江崎道春 

  所在地 瑞浪市寺河戸町９８０  TEL・FAX 0572-27-3744 

  作業内容：自主製品：エコバックなどの縫製製品、工賃作業：自動車部品加工、 

         アロマ製品、菓子の箱折り、ガラス製品検品、陶器の箱詰め その他  

毎月：映画鑑賞、食事会、お花見、ハイキングなど、毎年バスツアー 

 



○東濃やまなみ会 

会員数 ２０名 理事長：柘植昭和 

住所：中津川市西宮４番３７号  TEL＆FAX 

行事 ４月：お花見・食事会（役員会）５月：マレットゴルフ大会（家族と当事者ペ

ア） 

   ６月：定例総会（午前の部）・家族座談会、DVD 勉強会（午後の部） 

   ７月：バーベキュー大会（役員・家族・当事者の交流会） 

   ８月：食事会」（役員・家族・当事者）９月：地震（火事、災害）抜き打ち訓練 

  １０月：岐阜県精神保健福祉研修会参加（レンタカー利用） 

  １１月：マレットゴルフ大会（家族と当事者ペア）    

  １２月：忘年会（赤い羽根募金）・三菱電機様りんご寄贈品家族会 

 なお、毎月第１日曜日は中津川市主催の中山道まつりに参加。バザー販売。 

○ふきのとう（地域活動支援センター） 

登録者 １３名 サロンある。 施設長 柘植昭和 

所在地 中津川市栄町８番９号 TEL＆FAX 0573-66-8088 

作業内容：自主製品（アクリルタワシ、背負いネコ、小物作り） 

工賃作業：トヨタ自動車（レクサス部品）・エアコン部品 

朝礼：みんな順番性で挨拶します。（表現力訓練） 

日報：全員日誌を記入（心が豊かになる訓練） 作業が切れた時：カラオケ大会 

作業中に不良品見つけた賞・作業中に改善提案した賞あり。 

 めっちゃぁおもしろい作業所です。 

 

飛騨地区家族会 

 

○青葉の会 

会員数１８名 会長：大下恵子  

住所 高山市石浦町９丁目１３番地１ TEL・FAX 0577-33-3559 

定例会：毎月第２火曜日 

活動内容 ①高山市社会福祉協議会行事参加（夏祭り、ふれあいフェスティバル他） 

 ②リサイクル活動（年５回） ③勉強会（高山市出前講座等） ④関係施設見学・

交流 

 ⑤福祉アンテナショップのボランティア ⑥作業所との交流会（新年会、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ

他） 

・心の健康相談 毎月１回（高山市保健ｾﾝﾀｰ・各支所） 

精神科医、精神保健福祉士が各月１回 

・保健所家族教室 



○青空作業所       

就労継続支援事業Ｂ型 ３０名 

就労移行支援事業 １０名 

所在地 高山市山口町１２９７－１ TEL・FAX 0577-35-1559 

作業内容：施設内作業受け負（ほうれん草農業、菓子製造業、紙器製造業など） 

    ：施設外訓練先：（県施設、自動車整備工場、ホテル、銀行、酒造会社など） 

    ：生産品（ぼかし肥料、石けん、バスボム、アクセサリーほか） 

 


