
� 　富山市社会福祉協議会

〒939-8640　富山市今泉83番地1

　�　（076）422－3400

FAX（076）491－2433

http://www.cap.or.jp/fureai/

社会福祉
法 人

編集・発行

第第第第第第第第第第第第２２２２２２２２２２２２号号号号号号号号号号号号第２号
２００５年７月

■　収支決算報告 ………………２

■　事業紹介 ……………………４

■　ボランティアセンター ……６

■　インフォメーション ……… ７

■　市民ふれあい広場 ………… ８

も く じ

　大沢野小学校ボランティア委

員会５・６年生の皆さんが今年

も花植えのボランティアに来て

くれました。

　福祉プラザ（大沢野健康福祉センター内）

では「さるびあの湯」（温泉使用）などの憩

いの場の提供や、「やきもの教室」・「うまい

もん講座」など高齢者の方々のいきがいに関

する講座を開催しています。

　ぜひご利用ください。

うまいもん講座

『ます寿し作り体験ｉｎ源』
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　富山市・大沢野町・大山町・八尾町・婦中町・山田村・細入村の富山地域７市町村社会福祉協議会の平成16年

度の事業報告・収支決算が５月27日開催の理事会、評議員会において承認されました。

　昨年度は社協法人合併作業と並行した７社協の事業展開でしたが、各社協とも地域に密着した事業として、地

区・校下社協活動、ふれあいサロン、ボランティア活動等、地域住民のみなさんの参加により積極的な地域福祉

活動を展開することができました。

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������																																																		

















































������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

















































��������	
���


������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

①会費 ５，２２１，０５０円
②寄付金 ６，０６２，７９７円
③補助金・受託金 ２３７，９９１，９２７円
④介護保険収入等 １２６，３３８，１６２円
⑤共同募金配分金収入 １５，６５１，０００円
⑥経理区分間繰入金収入 ２１，０２１，７１３円
⑦その他の収入 ２２，３８６，２６６円

収入合計 ４３４，６７２，９１５円

①人件費支出 ２８８，２６８，９９３円
②事務費支出 ２２，０５６，８９０円
③事業費支出 ６１，８８７，８２０円
④助成金支出 ２０，９１２，０５７円
⑤負担金支出 １，０３９，４００円
⑥経理区分間繰入金支出 ２１，０２１，７１３円
⑦その他の支出 ２３，８５８，１９０円

支出合計 ４３９，０４５，０６３円

� 
4.8％ 

� 
5.4％ 

� 
65.7％ � 

5.0％ 

� 
14.1％ 

� 
4.8％ 

� 
0.2％ 

支出

� 
1.2％ 

� 
1.4％ 

� 
54.8％ 

� 
29.0％ 

� 
3.6％ 

� 
4.8％ 

� 
5.2％ 

収入

社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉法法法法法法法法法法法法人人人人人人人人人人人人社会福祉法人　富富富富富富富富富富富富山山山山山山山山山山山山市市市市市市市市市市市市富山市 社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉協協協協協協協協協協協協議議議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会会会社会福祉協議会

①会費・寄付金 ３，１２２，７００円
②補助金・受託金等 １３４，１４０，６６６円
③介護保険収入等 ２９，４７６，１４３円
④共同募金配分金収入 ４，８５１，０２０円
⑤経理区分間繰入金収入 １８４，７６０，８６４円
⑥その他の収入 １７８，８２６，５０９円

収入合計 ５３５，１７７，９０２円

①人件費支出 ９５，９４１，１１２円
②事務費支出 ３５，３３１，４６３円
③事業費支出 ６７，４１８，４７１円
④共同募金配分金事業費 １，９６７，０２０円
⑤助成金支出 ３７０，０００円
⑥負担金支出 ３７，３８５，９００円
⑦経理区分間繰入金支出 １８４，７６０，８６４円
⑧その他の支出 １２０，０２５，０５３円

支出合計 ５４３，１９９，８８３円� 
6.9％ 

� 
22.1％ 

� 
17.6％ 

� 
6.5％ 

� 
12.4％ 

� 
0.4％ 

� 
0.1％ 

� 
34.0％ 

支出

� 
0.6％ 

� 
25.1％ 

� 
5.5％ � 

34.5％ 

� 
33.4％ 

� 
0.9％ 

収入

社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉法法法法法法法法法法法法人人人人人人人人人人人人社会福祉法人　大大大大大大大大大大大大沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢野野野野野野野野野野野野町町町町町町町町町町町町大沢野町 社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉協協協協協協協協協協協協議議議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会会会社会福祉協議会

【資産の部】
合計 ９１８，１２３，４３７円
預貯金・基本財産
固定資産物品等　
合計 ９１８，１２３，４３７円

貸借
対照表

【負債の部】
合計 １８０，３４５，４６３円
未払金等　　　
退職給与引当金

【純資産の部】
合計 ７３７，７７７，９７４円
基本金・基金等

合計　９１８，１２３，４３７円

【資産の部】
合計 １０５，４８５，０７５円
預貯金・基本財産
固定資産物品等　
合計 １０５，４８５，０７５円

貸借
対照表

【負債の部】
合計 ４６，９５３，７４４円
未払金等　　　
退職給与引当金

【純資産の部】
合計 ５８，５３１，３３１円
基本金・基金等

合計　１０５，４８５，０７５円

①会費 １，３８９，６４６円
②寄付金 ４，２０２，５５９円
③補助金・受託金等 ５５，７４６，５８３円
④共同募金配分金収入 ２，１１０，０００円
⑤経理区分間繰入金収入 ４８，２０４，０８８円
⑥その他の収入 ４２，２２０，１７７円

収入合計 １５３，８７３，０５３円

①人件費支出 ２４，７５２，０８３円
②事務費支出 １４，７２６，５９８円
③事業費支出 １５，２３１，９１２円
④貸付事業等支出 ３４０，０００円
⑤助成金支出 ５，３３８，０００円
⑥負担金支出 ８５９，４００円
⑦基金支出 ４０，０００，０００円
⑧経理区分間繰入金支出 ４８，２０４，０８８円
⑨その他の支出 １，９０１，９７０円

支出合計 １５１，３５４，０５１円
� 
0.6％ 

� 
31.8％ 

� 
16.4％ � 

9.7％ 

� 
0.2％ � 

3.5％ 

� 
1.3％ 

� 
26.4％ 

� 
10.1％ 

支出

� 
0.9％ 

� 
36.2％ 

� 
31.3％ 

� 
27.5％ 

� 
2.7％ 

� 
1.4％ 

収入

社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉法法法法法法法法法法法法人人人人人人人人人人人人社会福祉法人　大大大大大大大大大大大大山山山山山山山山山山山山町町町町町町町町町町町町大山町 社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉協協協協協協協協協協協協議議議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会会会社会福祉協議会

【資産の部】
合計 ４１，０３２，０５９円
預貯金・基本財産
固定資産物品等　
合計 ４１，０３２，０５９円

貸借
対照表

【負債の部】
合計 １８，１４０，１４０円
未払金等　　　
退職給与引当金

【純資産の部】
合計 ２２，８９１，９１９円
基本金・基金等

合計　４１，０３２，０５９円

当期資金収支差引額合計 ２，５１９，００２
前期末支払資金残高 ３０，０９６
当期末支払資金残高 ２，５４９，０９８

当期資金収支差引額合計 △８，０２１，９８１
前期末支払資金残高 １４，７２９，０９９
当期末支払資金残高 ６，７０７，１１８

当期資金収支差引額合計 △４，３７２，１４８
前期末支払資金残高 ８，３４９，６７６
当期末支払資金残高 ３，９７７，５２８



３

①会費 ８８９，０００円
②寄付金 ５６０，５５３円
③補助金・受託金等 １５，６０２，０３２円
④介護保険収入等 ３８，９５０，８１０円
⑤共同募金配分金収入 ４５０，０００円
⑥経理区分間繰入金収入 ５，２１９，１１８円
⑦その他の収入 ５，７１６，２７２円

収入合計 ６７，３８７，７８５円

①人件費支出 ４２，５２７，２４５円
②事務費支出 ２，６８７，１５１円
③事業費支出 １４，６７４，４７３円
④共同募金配分金事業費 ８，３３９，１８０円
⑤負担金支出 ２，９２０，１００円
⑥経理区分間繰入金支出 ５，２１９，１１８円
⑦その他の支出 ６９４，５６６円

支出合計 ７７，０６１，８３３円

� 
6.8％ 

� 
0.9％ 

� 
55.2％ 

� 
3.5％ 

� 
19.0％ 

� 
10.8％ 

� 
3.8％ 

支出
� 
1.3％ 

� 
0.8％ 

� 
23.2％ � 

0.7％ 

� 
7.7％ 

� 
8.5％ 

� 
57.8％ 

収入

社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉法法法法法法法法法法法法人人人人人人人人人人人人社会福祉法人　細細細細細細細細細細細細入入入入入入入入入入入入村村村村村村村村村村村村細入村 社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉協協協協協協協協協協協協議議議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会会会社会福祉協議会

【資産の部】
合計 １４，９５６，７９８円
預貯金・基本財産
固定資産物品等　
合計 １４，９５６，７９８円

貸借
対照表

【負債の部】
合計 ５，０４３，４４５円

未払金等

【純資産の部】
合計 ９，９１３，３５３円

基本金等

合計　１４，９５６，７９８円

①会費 ４４，７００円
②寄付金 ７９０，０００円
③補助金・受託金 ３，０４３，０１０円
④共同募金配分金収入 ２７４，０００円
⑤経理区分間繰入金収入 １９，７４４円
⑥その他の収入 ５，１８０，５１０円

収入合計 ９，３５１，９６４円

①事務費支出 ７１０，２６５円
②事業費支出 ２，７６９，４４２円
③助成金支出 １，６４０，０００円
④負担金支出 ４１３，０５０円
⑤経理区分間繰入金支出 １９，７４４円
⑥その他の支出 １，７９３，３８０円

支出合計 ７，３４５，８８１円

� 
24.4％ 

� 
9.7％ 

� 
37.7％ � 

22.3％ 

� 
5.6％ 

� 
0.3％ 

支出
� 
0.5％ 

� 
32.5％ 

� 
55.4％ 

� 
8.5％ 

� 
2.9％ � 

0.2％ 

収入

社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉法法法法法法法法法法法法人人人人人人人人人人人人社会福祉法人　山山山山山山山山山山山山田田田田田田田田田田田田村村村村村村村村村村村村山田村 社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉協協協協協協協協協協協協議議議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会会会社会福祉協議会

【資産の部】
合計 ５，４１０，７３６円
預貯金・基本財産
固定資産物品等　
合計 ５，４１０，７３６円

貸借
対照表

【負債の部】
合計 ０円

【純資産の部】
合計 ５，４１０，７３６円

基本金等

合計　５，４１０，７３６円

①会費 ２，４３５，６００円
②寄付金 ７，８７８，２００円
③補助金・受託金等 ５３，９０３，６３７円
④介護保険収入等 ３８，１８５，８３６円
⑤共同募金配分金収入 ３，１４０，０００円
⑥経理区分間繰入金収入 ８，０４７，６５３円
⑦その他の収入 ２１，１９８，７４５円

収入合計 １３４，７８９，６７１円

①人件費支出 ７３，８５７，２９８円
②事務費支出 １８，７０９，５１１円
③事業費支出 １４，８９６，４７３円
④分担金支出 ２００，０００円
⑤助成金支出 ８，５９０，０００円
⑥負担金支出 ３，６９０，２００円
⑦経理区分間繰入金支出 ８，０４７，６５３円
⑧その他の支出 ９，２３６，４１２円

支出合計 １３７，２２７，５４７円

� 
6.7％ 

� 
53.8％ 

� 
13.6％ 

� 
10.9％ 

� 
0.1％ 

� 
6.3％ 

� 
5.9％ � 

2.7％ 

支出

� 
1.8％ 

� 
5.9％ 

� 
40.0％ � 

28.3％ 

� 
2.3％ 

� 
6.0％ 

� 
15.7％ 

収入

社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉法法法法法法法法法法法法人人人人人人人人人人人人社会福祉法人　婦婦婦婦婦婦婦婦婦婦婦婦中中中中中中中中中中中中町町町町町町町町町町町町婦中町 社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉協協協協協協協協協協協協議議議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会会会社会福祉協議会

【資産の部】
合計 ２３０，６０５，８９１円
預貯金・基本財産
固定資産物品等　
合計 ２３０，６０５，８９１円

貸借
対照表

【負債の部】
合計 ２５，９３６，２７３円
未払金等　　　
退職給与引当金

【純資産の部】
合計 ２０４，６６９，６１８円
基本金・基金等

合計　２３０，６０５，８９１円

①会費 ３，３７１，５００円
②寄付金 ２，０３８，８０３円
③補助金・受託金等 ２４，００９，９２５円
④共同募金配分金収入 ５，２７０，０８２円
⑤経理区分間繰入金収入 ６１，７３５，０９５円
⑥その他の収入 ５６，５１５，０２９円

収入合計 １５２，９４０，４３４円

①人件費支出 １６，７９７，８８２円
②事務費支出 ２，３５２，０１８円
③事業費支出 １３，０３８，３１５円
④分担金支出 ２０５，０００円
⑤助成金支出 ５２，３３６，３２４円
⑥負担金支出 ４６７，７００円
⑦経理区分間繰入金支出 ６１，７３５，０９５円
⑧その他の支出 ６，３９４，３３３円

支出合計 １５３，３２６，６６７円

� 
4.2％ 

� 
11.0％ 

� 
1.5％ 

� 
0.3％ 

� 
34.1％ 

� 
40.3％ 

� 
8.5％ 

� 
0.1％ 

支出

� 
2.2％ 

� 
15.7％ 

� 
37.0％ 

� 
1.3％ 

� 
3.4％ 

� 
40.4％ 

収入

社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉法法法法法法法法法法法法人人人人人人人人人人人人社会福祉法人　八八八八八八八八八八八八尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾町町町町町町町町町町町町八尾町 社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉協協協協協協協協協協協協議議議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会会会社会福祉協議会

【資産の部】
合計 ６０，９６２，４４３円
預貯金・基本財産
固定資産物品等　
合計 ６０，９６２，４４３円

貸借
対照表

【負債の部】
合計 １６，８８５，８００円
未払金等　　　
退職給与引当金

【純資産の部】
合計 ４４，０７６，６４３円
基本金・基金等

合計　６０，９６２，４４３円

当期資金収支差引額合計 △９，６７４，０４８
前期末支払資金残高 １１，４３４，６６４
当期末支払資金残高 １，７６０，６１６

当期資金収支差引額合計 ２，００６，０８３
前期末支払資金残高 ７０９，１４２
当期末支払資金残高 ２，７１５，２２５

当期資金収支差引額合計 △２，４３７，８７６
前期末支払資金残高 １６，０２３，１３５
当期末支払資金残高 １３，５８５，２５９

当期資金収支差引額合計 △３８６，２３３
前期末支払資金残高 ２，５１６，９９１
当期末支払資金残高 ２，１３０，７５８
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　地域における積極的な福祉活動への参加をすすめ

ることを目的に家庭、地域社会、福祉施設が一体と

なった地域総合福祉活動を推進しています。

　�地域福祉活動の企画立案
　�福祉ニーズや社会資源の把握
　�ケース検討会の実施
　�福祉人材リストの作成・公表
　�ふれあいサロンの開催
　�各種交流事業など
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　小・中・高等学校・特殊教育学校の児童・生徒が

体験学習を通して、社会福祉への理解と関心を高め

ることにより、思いやりの心を育み、ボランティア

活動の定着を図ることを目的に実施しています。

【Ｈ17年度指定校】

　小 学 校－２９校　　中　 学　 校－１３校
　高等学校－７校　　特殊教育学校－２校

����������������
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　おもちゃをとおして障害をもつ子もたない子も、

共にふれあい交流する場です。貸出も行っています。

とやまおもちゃの図書館

場所　総合社会福祉センター１階（今泉８３－１）
時間　毎週土曜日１０：００～１７：００
　　　（貸出は１人２点までで２週間以内）

大沢野おもちゃの図書館

場所　大沢野健康福祉センター内（春日９６－１）
時間　毎週土曜日１０：００～１２：００
　　　（貸出は障害児のみ１人１点で１週間）

����������������
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　高齢者や、今後高齢期を迎える方々に、生きがいに関する情報等を提供しています。

　�生きがいに関する講座の開催、情報提供、相談・助言　　　�仲間づくり（同好会づくり）への支援
　�優れた技能や知識を持っている高齢者の発掘・登録・紹介　�自主活動の場の提供等
　詳しくは　長寿ふれあいセンターへ（今泉83－１　�４２２－２６６４）
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　60歳以上の方に入浴やレクリエーション活動などを通じて、憩いの場を提供しています

����������������
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　高齢者の方々の健康増進のため、ものづくりを通

じた「いきがいづくり」の各種講座を行っています。

対　　象　市内在住の６０歳以上の方
開催講座　木工・木彫・籐工芸・ステンドグラス

かみ技・シルバーアクセサリー等
時　　間　１３：３０～１６：３０
受 講 料　年額１教室５，０００円
　詳しくは大沢野高齢者いきがい工房へ

（春日109－１　�４６８－７２２２）

������������������ ����

細入憩いの家（楡原１１２８）
　休養のための施設の提供、集会のための会場の

提供などを行っています。

開 館 日　火～日曜日（入浴日は火・木・日）
開館時間　９：００～１７：００
（入浴時間は１０：００～１６：００）
利 用 料　無料
入 浴 料　小学生以下１００円

中学生以上２００円

��������

大沢野老人福祉センター

（春日９６－１）
開 館 日　月・水～土曜日
開館時間　９：００～１７：００ 
（入浴時間は１０：００～１７：００）
入館料無料、入浴料１００円

大山老人福祉センター

（花崎１１５１）
開 館 日　月～水・金・土曜日
開館時間　９：００～１７：００
（入浴時間は１０：００～１６：００）
入 館 料　無料

婦中社会福祉センター

（婦中町上轡田２８７）
開 館 日　火～日曜日
開館時間　９：００～１６：３０
（入浴時間は１０：００～１６：００）
入 館 料　１００円

富山市社会福祉

協議会では地域福祉

活動や在宅福祉サービス

など様々な事業を行っています。
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お問い合わせは市社会福祉協議会へ
本　　　所　�４２２－３４００　ＦＡＸ４９１－２４３３

大沢野支所　�４６７－１２９４　　大 山 支 所　�４８３－４１１１
八 尾 支 所　�４５４－２３９０　　婦 中 支 所　�４６９－０７７５
山 田 支 所　�４５７－２１１３　　細 入 支 所　�４８５－９００８

����

　日常生活の心配ごと・悩みごとを持つ人々が解決

策を見出せるよう、専門相談員や民生委員児童委員

が主体となり市内９ヵ所で相談所を開設しています。

　弁護士による法律相談も実施しています。

　相談内容、相談時間は相談所によって異なります

ので市社会福祉協議会本所・各支所へお問い合わせ

下さい。

�������� ���������

　障害をもつ方が仲間との共同作業を通して、自立

や社会参加の促進を目的に市内２ヵ所で共同作業所

を開設しています。

�アミティ工房（籐細工製品づくり）
�ガラス工芸共同作業所（ガラス細工製品づくり）
　（いずれも　蜷川１５　市障害者福祉プラザ南館内）
　作業時間　月～金曜日　９：００～１６：００

������������������
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　おおむね65歳以上の高齢者で日常的に車いすを

利用している人の外出を支援するため、車いすのま

ま乗車できる車両を運行しています。

利用回数　片道あたり週４回
利 用 料　片道１回６００円（６０分以内）
運行時間　月～土曜日　９：００～１７：００
　利用者は市長寿福祉課　�４４３－２０６２
　又は各総合行政センターへの登録が必要です。

��������	
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　市内在住の障害者の方々が、研修会、レクリエー

ションなどで社会参加をされる時の移動手段として

福祉バスを運行しています。（障害手帳をお持ちの方

が10人以上）利用料は無料（ただし有料道路通行料

などは利用者の負担になります。）

運行時間　９：００～１７：００
（１回の利用は２日（一泊二日）以内です）

����������������
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　地域における自立生活を支援するため、低所得世

帯、障害者世帯、高齢者世帯に対し、生活福祉資金

貸付制度の相談を受け付けています。

��������	
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内　　　容資金の種類

　高校や大学等に就学するために必
要な費用

修学費修
学
資
金 　高校や大学等に入学するための必

要な費用
就　学
支度費

　病気やけがなどの治療に必要な費
用

療養費
療
養
介
護
資
金

　介護サービスを受けるのに必要な
費用

介護費

　医療費や介護費の支払い等に緊急
的かつ一時的に必要な場合など

緊 急
小 口 資 金

　その他に更生資金、福祉資金、住宅資金、災害援

護資金などがあります。（資金種類ごとに、貸付要件、

貸付限度額、償還期間、貸付利子等が異なります。）

※他の公的貸付制度で貸付が受けられる世帯は他の制度が

優先されます。また一般生活費の貸付は出来ません。

富山地区地域福祉権利擁護センター（今泉83－１　�４２２－５１３５）
　判断能力に不安のある高齢者や障害者の皆さんに対して、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理の

お手伝いをすることにより、安心して日常生活を送っていただけるよう支援しています。

定期訪問・金銭管理サービス

　福祉サービス利用の相談や手続きの援助、貯金の払戻しや預け入れの代行、医療費や公共料金支払いの援
助などを行います。利用料は訪問１回につき１，０００円で、別に月３００円の事務手数料がかかります。
財産保全サービス

　通帳や印鑑、大切な書類などをお預かりします。ただし、宝石・貴金属・貴重品などはお預かりできませ
ん。利用料は月５００円です。
※現在、この事業で利用者にサービスを提供していただく生活支援員を募集しています。
　ご支援いただける方は富山地区地域福祉権利擁護センターにお問い合わせ下さい。

��������	
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富山市ボランティアセンター
〒９３９‐８６４０　今泉８３－１　総合社会福祉センター１階　�４２２－２４５６　ＦＡＸ４２２－２６８４
大沢野ボランティアセンター　�４６７－１２９４　　大山ボランティアセンター　�４８３－４１１１
八尾ボランティアセンター　�４５４－２３９０　　婦中ボランティアセンター　�４６９－０７７５
山田ボランティアセンター　�４５７－２１１３　　細入ボランティアセンター　�４８５－９００８

　ボランティア活動は、地域の住民が豊かに暮らせるように、自ら進んで他の人や地域を支える活動です。子ど

もから高齢者まで、さまざまな年代の人達が、自分のしたいこと、興味のあることを選び、楽しみながら活動し

ています。

　高齢者や障害者への支援、施設での活動、ふれあいサロン開催、福祉マップづくり、遊び場の点検、地域行事

への参加、通院等介助、環境を考える活動、使用済み切手やアルミ缶等の収集ボランティア、災害時の活動等い

ろいろな活動があなたを待っています。ボランティア活動に参加しませんか？

　「自分のまちをよくするためにできることは参加したい」という気持ちから地域では、ボランティア・市民活動・

ＮＰＯの活動などが広がっています。市ボランティアセンターは、さまざまな機関と協働し、市民が自分らしさ

を生かし、自発的に地域や社会のために活動することを応援しています。

　ボランティア活動への参加を希望する人と求めている人、組織の双方を支援しています。

　ボランティア活動を希望する人に対しては、活動情報の収集と提供、相談、研修、活動先への紹介などを行っ

ています。

　また、ボランティアを求めている人や組織に対しては、ボランティアの募集・紹介、受け入れ態勢づくりの支

援などを行います。

養成・研修養成・研修
�ボランティア関係講座の開
催（手話・音訳・点訳・要
約筆記・入門講座等）
�ボランティアリーダー養成
やボランティアサポーター
のための研修会の開催

相談・紹介相談・紹介
�ボランティアとボランティアを必要
とする人の受付、調整、相談、紹介

調 査調　査
�ボランティア意識の調
査、地域のニーズ調査

啓発・普及啓発・普及
�福祉教育の推進や地域での
体験学習

�施設等でのサマーボラン
ティアの実施

�ボランティアサポーターの
設置

情報提供情報提供
�ボランティア活動に必要な情報 (イ
ベント・助成等 )収集・提供

連絡調整連絡調整
�ボランティア関係団体
との連絡調整

基盤整備基盤整備
�活動機材、研修室、図書やビデオの
貸し出し
�ボランティア活動中の事故に備えて
の、ボランティア活動保険加入支援

ボランティアボランティア
センターのセンターの
働き働き
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�　富山市愛と誠銀行
　（富山市社会福祉協議会本所・各支所内）
�　地区・校下愛と誠銀行
　（地区センター内〈富山地域〉）
�　富山市役所（社会福祉課）
�　富山市南・中央・北保健福祉センター

窓口は
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　愛と誠銀行は、みなさまから寄せられた善意の金品を市民の福祉に役立たせていただくため設けられた善意の

かけ橋です。税制上の優遇措置もあります。

　平成16年度（旧富山市（富山地域））では現金21，179，510円、物品4，403点のご寄付があり、みなさまの善意

はつぎのように役立たせていただきました。

�　地区・校下社会福祉協議会へ（２８地区・校下） ５，５３７，２７７円
�　市内社会福祉施設・団体へ（１１施設・３６団体） ５，０４３，１３７円
�　交通遺児基金へ ６３，０００円
�　一般社会福祉事業へ １０，５３６，０９６円
 現金合計　　２１，１７９，５１０円
�　市内社会福祉施設へ 物品合計　　　　　４，４０３点

※詳しくは市社会福祉協議会本所・

　各支所までお問い合わせください。

平成１６年度実績（富山地域分）
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【日　程】
８月２２日 •　１３：００～１６：００
13：00～　講義・実技

「視覚障害者へのガイドヘルプ」

講師　高島　豊氏（県立盲学校教諭）

14：45～　手づくりおもちゃづくり

８月２３日 ‚　９：００～１１：３０
９：00～　オリエンテーション

９：30～　富山あい・ネットワークとの交流

（視覚障害児とその家族）

前半：自由遊び　後半：音楽療法

　１ １：00～　反省会

【ところ】大山地域市民センター（上滝523－１）
【対　象】市内在住または通学している高校生
【定　員】10名（応募多数の場合抽選）
【受講料】無料
【申込・問い合わせ先】
　電話、ＦＡＸかはがきに、講座名・郵便番号・住

所・氏名・年齢・電話番号をかいて、８月12日�

まで、大山ボランティアセンターへ。

　〒９３０‐１３１２　上滝５２３－１
�４８３－４１１１　ＦＡＸ４８３－４１５５

個人情報保護のため申込内容は講座連絡以外には使用
いたしません。
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８月14日�日 
婦中社会福祉センター
８月15日�月 
中央、婦中心配ごと相談所、大山老
人福祉センター、婦中社会福祉セン
ター、細入デイサービスセンター
８月16日�火 
中央心配ごと相談所、大山老人福祉
センター、婦中社会福祉センター、
細入デイサービスセンター
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日　時　９月１９日 •　１０：００～１５：００

場　所　大沢野老人福祉センター
　　　　（春日９６－１）
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内　容　越中玉三郎一座講演
　　　　大沢野中学校茶道部によるお茶会など

参加費　無料
【お問い合わせは】

大沢野老人福祉センター
(�４６７－１２９４）へ

日時　平成１７年１０月１１日 ‚

　　　１３：００～１７：００（予定）
場所　オーバードホール
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〒９３０‐２１９８　富山市山田湯７８０番地
（山田総合行政センター内）

TEL０７６－４５７－２１１３　FAX０７６－４５７－２２５９

山田

支所

〒９３９‐２１８４　富山市楡原１１２８番地
（細入総合福祉センター内）

TEL０７６－４８５－９００８　FAX０７６－４８５－９２００

細入

支所

〒９３９‐２３７６　富山市八尾町福島２００番地
（八尾健康福祉総合センター内）

TEL０７６－４５４－２３９０　FAX０７６－４５４－２３９０

八尾

支所

〒９３９‐２６０３　富山市婦中町羽根１１０５番地７
（婦中保健福祉センター内）

TEL０７６－４６９－０７７５　FAX０７６－４６９－０７７９

婦中

支所

〒９３９‐２２２４　富山市春日９６番地１
（大沢野健康福祉センター内）

TEL０７６－４６７－１２９４　FAX０７６－４６８－３５６３

大沢野

支所

〒９３０‐１３１２　富山市上滝５２３番地１
（大山地域市民センター内）

TEL０７６－４８３－４１１１　FAX０７６－４８３－４１５５

大山

支所

〒９３９‐８６４０　富山市今泉８３番地１
（総合社会福祉センター内）

TEL０７６－４２２－３４００　FAX０７６－４９１－２４３３� 　� 　富山市社会福祉協議会社会福祉
法 人
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ふれあいオリエンテーリング・

遊びコーナー・ゲーム
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地区・校下社協・ボランティア・

福祉団体・共同作業所等
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※参加希望の方は　　　
　　下記をご覧下さい。
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車いす・点字・音訳・

高齢者疑似・盲導犬歩行・

手づくり体験等
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手づくり小物・

日用品等の販売

福祉施設・共同作業所・

福祉団体等
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麺類・飲み物・菓子類

福祉施設・共同作業所・

福祉団体等
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ふれあい広場でのフリーマ
ーケット出店者（団体）を

募集します。

たくさんの参加をお待ちし
ています。

★募集組数　２０組　　★出
店料　５００円

★出店内容　飲食関係以外
のもの

★主催者側で準備するもの

　テント

　（１．５間×２間のテントを
２団体で１張使用）

★申込及び問い合わせ先

　電話またはハガキで住所
・氏名又は団体名（代表者

名）・電話番

号・出店内容を明記の上、
８月８日 •までにお申し込みください

。

（応募多数の場合は抽選し
ます。）

　〒９３９‐８６４０　今泉８３－１
市社会福祉協議会・本所

�４２２－３４００　ＦＡＸ４９１－
２４３３
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