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　地域福祉の推進を目的とする共同募金運動は、「地域の

福祉、みんなで参加」のスローガンのもと、１０月１日か

ら全国一斉にスタートしました。

　みなさまの温かいご支援、ご協力によりお寄せいただ

く募金は、社会福祉施設の整備をはじめ、福祉関係団体

が行う地域福祉活動、ボランティアグループの活動支援、

災害によるり災者への見舞金等に配分され活用されてい

ます。

　だれもが住みなれた地域で安心して暮らすことができ、

住民みずからが参加する福祉のまちづくりを実現するた

めに、どうぞみなさまの温かいご理解とご協力を心から

お願いします。

運動期間は
１０月１日から１２月３１日
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　法人の場合　　法人税法により全額経費として認められます。

　個人の場合　　所得税法上の優遇措置（所得税法第７８条）

　　　　　　　　� 　－１万円＝�

　　　　　　　地方税法上の優遇措置（地方税法第３４条）

　　　　　　　　� 　－１０万円＝�

寄付金の額または合計所得金額の

３０％のいずれか低い方の金額

「寄付金控除額」として所得金額

から控除されます。

寄付金の額または合計所得金額の

２５％のいずれか低い方の金額

「寄付金控除額」として住民税に

関わる優遇措置を受けられます。

共同募金への寄付金には税の特典があります。

街頭募金に協力している清水町小学校のみなさん

赤い羽根に協力ありがとう
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　昨年の共同募金運動 (一般募金 )でみなさんから寄せ

られた心温まる寄付金の内、３，２７３万円が富山市内の民

間社会福祉施設や小規模作業所等 (けやき苑ＪＯＢ相生、

地域共同作業所報恩の家等７施設 )の整備のためや各種

団体 (市保護司会、婦負地区少年補導員会等２６団体 )の

活動を支援するために配分されました。

　また市社会福祉協議会や地区・校下社会福祉協議会の

実施する地域福祉活動の推進のために活用させていただ

いています。

　みなさまからよせられた寄付金は、あなたのまちの幸

せのために、さまざまな活動や支援のために役立たせて

いただいています。
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　共同募金の配分を受けた県内の施設や団体から、たくさんの「ありがとう」のメッセージがよせ

られていますので、その一部を紹介します。
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「たくさん作るぞー�頼もしい味方、参上」
（心身障害者共同作業所あかりハウス）

　私たちはクッキーやマドレーヌを毎日た～くさん作っ

ています。ハンドミキサーはいつもフル回転！「ウワー

ン、ワン」と悲鳴をあげるくらいでした。

　今回の共同募金の配分金により「大型ミキサー」が導

入されました。外観を見て、み～んなビックリ！大きい

羽がバターを一気にかき混ぜてくれます。おかげさまで

作業の効率化が図られ、大きな注文にも柔軟に対応でき

るようになりました。

　これからもみなさんにおいしいと言われるお菓子を作

っていきたいと思います。本当にありがとうございまし

た。
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お問い合わせは共同募金会富山市支会各分会へ
富　山　分　会　　�４２２－３４００　　　大 沢 野 分 会　　�４６７－１２９４
大　山　分　会　　�４８３－４１１１　　　八　尾　分　会　　�４５４－２３９０
婦　中　分　会　　�４６９－０７７５　　　山　田　分　会　　�４５７－２１１３
細　入　分　会　　�４８５－９００８
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　市民の方々や市内の福祉関係者が一堂に会して、富山市の福祉を総合的に高めていく「福祉フェスティバル’０５」

（主催＝富山市・富山市社会福祉協議会）を１０月１１日、オーバード・ホールで開催しました。

　本市の福祉の向上・発展に多大な活躍をされた方々の表彰を行いました。また厚生労働省大臣官房参事官石黒

秀喜氏を講師に迎え基調講演を行い、引き続き富山短期大学教授宮田伸朗氏をコーディネーターに、森富山市長、

石黒秀喜参事官、大沢野南部地区社会福祉協議会会長西野満男氏、梨雲苑在宅介護支援センターソーシャルワー

カー齋藤玲子氏をパネリストにパネルディスカッションを開催しました。

　アトラクションでは市内の公民館等で行われている

シニアライフ講座の受講生の皆さんによる民舞等の発

表が行われ、ステージ上の皆さんは日ごろの練習の成

果を存分に発揮していました。

（順不同・敬称略）
　民生委員児童委員永年勤続　

・宇多　道三　・�柳千鶴子　・佐藤　　徹
・山下　桂子　・柴　　昭夫　・富永　信子
・岩竹　幸夫　・大野　良信　・窪木　俊雄
・平井　俊晄　・田近　　勉　・山尾　英子
・平本　邦子　・原井　照代　・酒井　尚子
・村橋タカ子　・山�サチ子　・渡邊　　昇
・永松　重之　・西　　利行　・柴田　英雄
・上田　睦男　・茂　　義幸　・泉　　恭三
・宮本　壽夫　・村山　高義　・竹河　秀男
・長谷川京子　・島川　幸重　・藤井　玉子
・東　　輝子　・酒井　昭夫　・増山　重保
・井上美奈子　・中島　　進　・小林喜美子

　保護司永年勤続　

・中村　忠則　・浅野　俊昭　・岡本　陽次
・福村　佳直　・山本　峰夫　・吉田　昭子
・青木　心哲　・山内　賢知　・京　　初枝

　社会福祉事業関係者（個人の部）　

・石黒せつ子　・長井　利郎　・美濃　梅吉
・鷲塚　睦子　・村上よし江　・村下　樫子
・布目　孝吉　・岩峅　省三　・松田　�子
・島崎勇紀夫　・清水　保夫　・岩瀬　秀子
・柳原アツ子　・水口ヨシエ　・上滝　幸子

　社会福祉事業協助者（団体の部）　

・富山虹の会
・成人ボランティアタンポポ
・グループにこにこ
・すみれ会
・古沢校下給食サービスボランティアグループ

　老人クラブ活動功労者　

・柿木美代子　・野本　文子　・村内　市郎
・小林　利雄　・金山　龍平　・義元　慶治
・中川スミ子　・水野　喜一　・松井　治賢
・�松　道雄　・中川美智子　・渡邊　信芳
・高尾とみ子　・瀬川　喜三　・西野　清作
・島谷　　信　・黒田　清則　・小杉多美子
・吉井　正則　・大利與試治　・越場　�子
・古川　孝司　・横川　正一　・明官　正之
・天野智恵子　・松波　孝治　・長岡　嘉一
・高木　光則　・新村　正夫　・河浦　庄二
・濱田　芳一　・津田　和郎　・山下　修一
・花木　和男　・丸山　一夫　・上山　文治
・清水　清春

　優良老人クラブ　

・愛宕町１丁目長寿会・広田東部長生会
・打出長寿会・百塚長寿会
・布市永寿会・若竹町長寿会
・南部クラブ・奥田町長寿会
・下新北町３区第一長寿会
・富田町長寿会・北代第一福寿会
・古沢南長寿会・水橋中部暁老人クラブ
・大久保中部ちとせ会
・大寿会第７単位クラブ・保内保寿会
・速星東部老人クラブ・細入南部長寿会

　社会福祉功労者　

・穴場　隆一　・橋本　丸子　・田林　修一
・女川　英雄　・林　のぶ子
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　毎年開催している「サマーボランティア活動」は、

今年で２１回目となりました。高校生以上の方を対象に、

夏休みや夏期休暇を利用して、社会福祉施設などでの

ボランティア活動の体験を通し、社会福祉への理解と

関心を高めてもらうことを目的に開催しています。

　毎年多くの方々が参加されますが、今年は１９２名の方

が４９の社会福祉施設等で活動されました。

「最初は５日間もやれるか心配だったけど、利用者さ

んに“ありがとう”と言ってもらい嬉しかった」「将

来の進路の参考になった」「また来年も参加したい」

と多くの嬉しい感想が寄せられています。

　八尾地域では、今年も異世代交流ボランティ

ア体験事業『リサイクル牛乳パックを使ってハ

ガキを作ろう』を八尾町ボランティア同志会の

協力により開催しました。

　今年度は、八尾地域以外からも多数参加され、

オリジナルハガキを作成しました。ハガキには、

落ち葉や花を入れたり、絵の具で模様を加えた

りして、友達や先生、おじいちゃん、おばあち

ゃんに暑中見舞いとして送りました。

　参加者からは、「異世代交流が出来て良かっ

た」「物の大切

さを学んだ」

「楽 し か っ

た」などの感

想が寄せられ

ました。

　大山地域では総合防災訓練に合わせて、平常

時からの防災意識の啓発、災害に強い地域づく

りを目的に、災害ボランティアセンター立ち上

げ訓練を行いました。

　ボランティアの受け入れ、災害弱者の情報収

集、相談受け付け、調整等を実施し、たくさん

の地域の方々にボランティア役として協力いた

だきました。

　日頃からの地域のつながりの大切さを再確認

するよい機会となったようです。

～使用済み切手の収集～
　使用済み切手は、個人や業者のコレクターがオークションで買い取り、直接換金され、海外の医

療支援や環境保全に役立てられます。

　収集方法は、切手の周りは５㍉から１㌢ほど余白を残し、封筒やハガキごとハサミで切り取りま

す。切り取る際、切手のギザギザの部分を切り取らないよう注意して下さい。また、日本と外国の

切手は分けて下さい。切手の種類は問いません。

　切手の送り先等は、お近くのボランティアセンターにお尋ね下さい。

“あなたも　始めてみませんか？　集めてできるボランティア。” 

▲利用者の方と一緒にリハビリ体操
　（富山リハビリテーションホーム）

親親親親親親親親親親親親親親親 子子子子子子子子子子子子子子 でででででででででででででで子 で ���������������

災災災災災災災災災災災災災災害害害害害害害害害害害害害害にににににににににににににに備備備備備備備備備備備備備備ええええええええええええええ災害に備え���������������

富山
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八尾▲上手にハガキを作れるかな？
　（八尾健康福祉総合センター）

１０月は「ボランティア活動強調月間」です。
あなたも身近な所でできるちょっとしたボラ
ンティア「ちょボラ」をやってみませんか。
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▲ボランティア受け入れの訓練
　（大山農村環境改善センター）

大山
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　９月１７日�、富山駅北親水広場において「富山市民ふれ

あい広場」を開催しました。

　当日は天候にも恵まれ、多くの市民が会場に集い、ふれ

あいの輪が広がりました。

　飲食、販売コーナーには、参加団体から出店された、た

こ焼き等、また日用品等の販売に沢山の人たちが集まりに

ぎわっていました。

　また、体験コーナーでは多くの親子連れや子どもたちが

点字や手話などのボランティア活動を身近に体験していま

した。
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子どもたちに大人気のストラックアウトコーナー
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　１０月２日�、大沢野健康福祉センター一帯にお

いて、「すこやか�ふれ愛フェア」を開催しました。

　館外の会場では、地震体験車「グラット君」を

はじめ、福祉団体による活動紹介や様々な作品作

り、子ども祭りコーナーでは、くじびきや昔遊び

の体験など、多くの家族連れでにぎわいました。

　館内の会場では、大沢野地域の小・中・高校に

よるボランティア活動の紹介、笑って健康づくり

コーナーでは、あいの風施設長　森田邦三氏によ

る講演、お楽しみ抽選会などを行い、笑顔いっぱ

いの一日でした。
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地震体験車
「グラット君」

大沢野小学校（バトンフ
ラッグクラブ）による演
技

　１０月１日�、八尾健康福祉総合センターにおいて、八尾

地域「福祉のつどい」を開催しました。

　つどいでは、災害時の炊出実演や高齢者疑似体験、チャ

リティーバザーなどのコーナーのほか、ボランティア推進

校の体験発表やハーモニカ演奏が行われました。

　また、漫才師レツゴー正児さんを講師としてお迎えし、

「笑いも仕事もまず健康から」と題し記念講演を開催しま

した。

　自らの人生経験をふまえた正児話術が披露され、笑いあ

り、ちょっぴり涙ありの１時間３０分でした。
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ハーモニカアンサンブル「バンブ」によるハーモニカ演奏
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入会説明会

富山本所…毎月第４月曜日　１３：３０～

　牛島町９－４　℡４４４－５５３５

各 支 所…毎月第２月曜日　１３：３０～

　大沢野支所…℡４６７－３４６８

　　高内１１４－１

　　（大沢野グランド向かい）

　大山支所…℡４８３－４０４３

　　花崎３８７（大山総合体育センター

「スポール」となり）

　八尾支所…℡４５４－２８３６

　　八尾町梅苑町１－９５－１

　　（農村環境改善センター内）

　婦中支所…℡４６９－０７７７

　　婦中町羽根１１０５－７

　　（婦中保健福祉センター内）

※お越しの際は、次のものをご持参く

ださい。

　①印　鑑　

　②振込先の口座番号のわかるもの

　③顔写真１枚（３㎝×２．５㎝）　

　④年会費　２，５００円（互助会費含む）

※希望職種をお聞きするため必ず本人

の出席をお願いします。

詳しくは、シルバー人材センター本所、支所へお問い合わせください。

　富山県生命保険協会（堀内俊良会長）
から「福祉巡回車」をご寄付いただき
ました。
　ご寄付いただいた車両は地域福祉事
業の推進に活用させていただいていま
す。
　ありがとうございました。

福祉巡回車寄贈

堀内会長（左）から目録を受け取る森専務理事（右）

　９月２１日�神保コミュニティーセンターにおいて、寝たきり
老人ゼロをめざし、「寝たきり老人ゼロキャラバン」を開催し
ました。
　寝たきりにならない、させないための日常生活の中での転倒
予防や認知症の予防と早期発見、福祉用具の活用などについて
人形劇で進行し、転倒予防体操等が行われました。

わかりやすい人形劇 転倒予防体操で「いっちにいっちに」

寝たきり老人ゼロキャラバン寝たきり老人ゼロキャラバン（婦中支所）（婦中支所）
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シルバーは、いろんな仕事を引き受けています�
技術分野から一般作業。２～３時間から２～３日の仕事

他どんな仕事でもお気軽にご相談ください。　　　　　



８

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
















「やってみよう移送ボランティア」

【日　程】
１１月２６日�　１３：００～１７：００
　　　　　　講義

　　　　　　講師　須戸　哲氏

　　　　　　（北陸移動サービスネットワーク所長）

　　　　　　・ボランティアとは

　　　　　　・移送ボランティア利用者を理解する

　　　　　　・移送ボランティアの

リスクマネージメントについて

１１月２７日�　１３：３０～１６：３０
　　　　　　講師　移送サービス「ハッチー」

　　　　　　　　　（ＮＰＯ法人文福）

　　　　　　・車いすの操作と介助方法

　　　　　　・福祉車両の安全な運転について

　　　　　　・福祉車両の操作及び実技

　　　　　　・意見交換

【ところ】市総合社会福祉センター（今泉８３－１）
【対　象】市内在住または勤務・通学している方
　　　　　若しくは移送（買い物や通院の送迎）ボラ

ンティアに関心のある方

【定　員】２０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、１１月

１８日�まで、市ボランティアセンターへ。

　　　　　〒９３９‐８６４０　今泉８３－１　�４２２－２４５６

（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。）

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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

　愛と誠銀行は、市民の皆さん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。

　市民の皆さんからの善意の寄付を社会福祉事業や福

祉団体などに配分しています。

税制上の優遇措置もあります。

　お問い合わせは　市社会福祉協議会本所・支所へ
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大沢野

支所

八尾

支所

山田

支所

大山

支所

婦中

支所

細入

支所

水橋地区心配ごと相談所
開催場所変更のご案内

　１１月から水橋地区心配ごと相談所の開催場所
が富山市水橋商工文化会館に変更になります。
　なお開催時間は従来どおり変更はありません。
　毎月第３木曜日　９：３０～１５：３０
【場所】市水橋商工文化会館（水橋辻ヶ堂１３７）

○問い合わせ先○
市社会福祉協議会本所（今泉８３－１）

�４２２－３４００

山田支所心配ごと相談所開設のご案内

　９月から新しく心配ごと相談所を開設しまし
た。お気軽にご利用下さい。
心配ごと相談　毎月第４水曜日午後２時～４時
　※ただし１１月は１１月３０日�
　　　　　１２月は１２月２１日�の開催になります。
【場所】山田公民館（山田湯８８０）

○問い合わせ先○
市社会福祉協議会山田支所（山田湯７８０）

�４５７－２１１３


