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ハーモニカサークル「クローバー」






大沢野老人福祉センターでは、１２月２２日 ”に「さるびあクリスマス会」
を開催し、高齢者や幼児ら約１００人が楽しみました。
館内のお風呂「さるびあの湯」ではユズ湯を楽しんだほか、市内のハー
モニカサークル「クローバー」による優しく懐かしい音色に酔いしれた
り、笹津保育所の園児によるかわいい歌や踊りで楽しんだりしました。
最後にクリスマス抽選会では思わぬプレゼントに笑顔があふれました。
当日は子育てサロン「ちびっこあつまーれ」に来ていた子どもたちに
もサンタクロースからプレゼントがあり、記念にいっしょに写真を撮る
など楽しい１日を過ごしました。
「ちびっこあつまーれ」サンタと一緒






八尾地域では、歳末たすけあい運動の一環として、八
尾地域の企業から頂いた募金の一部を利用して、毎年１２
月２９日に一人暮らし高齢者の方々におせち料理の配布を
行っています。
今年度は１８０食を用意し、各地域の民生委員児童委員の
みなさんが担当地域の高齢者宅にねぎらいの言葉ととも
に配布しました。おせち料理を受け取った高齢者からは、
「毎年楽しみにしています。ありがとうございました。」
との感謝の声が寄せられました。







お元気にお過ごしください





１１月９日 „、グリーンパーク吉峰において「視覚障害
者とボランティアの交流会」を開催しました。
日ごろ、視覚障害者の情報のバリアフリー化を図るた
め活動している音声訳（文字を音声化すること）ボラン
ティアと、テープを利用している方との交流で、ハーブ
やドライフラワーを使ったリースづくりを体験しました。
また、テープを聴いての感想や要望など活発な意見交
換の機会となり、ボランティアからは、「励みになった、
これからもがんばりたい。」との声も聞かれました。
ハーブやドライフラワーを使ったリースづくり

３




細入地域では、年１０回、
ボランティアの協力によ
り６５歳以上のお年寄りを対象に「たのしみ会」を
開催しています。講演会や民謡等、会食をはさん
で楽しい一日を過ごしています。
１１月に実施した音楽療法の実践では、約６０名の
参加者が一緒に歌ったり、体を動かしたり、楽器
を使ったりしました。また、いきいきとした時間
を過ごせるようにとボ
ランティアメンバーが、
ハンドベル演奏のリー
ダー役を務め、皆で「虹
の彼方に」を演奏しま
音楽で心をリフレッシュ♪ した。
( 細入総合福祉センター )



初めての盲導犬歩行体験
（山田小学校体育館 )

山田地域では、盲導犬歩行体験学習を通して、
障害者に対する理解と関心を高め、思いやりと心
のふれあいを育むことを目的に、中学生が盲導犬
歩行体験を行ないました。
まず、日本盲導犬協会の訓練士から、盲導犬に
適した犬の種類、生まれてから盲導犬になるまで
の育て方や訓練、盲導犬に出会った時の注意事項
などについて話を聞き、そして訓練士によるデモ
ンストレーションを見た後、実際に生徒６名がア
イマスクを着用し、及び腰になりながら、盲導犬
と歩行しました。生徒たちは盲導犬との信頼関係
の大切さと、視覚障害者と健常者の助け合いの大
切さを学びました。



よーし 車椅子でがんばるぞ！
（船峅小学校）

大沢野地域では、地域の小・中・高等学校の児
童生徒を対象に、社会福祉への理解と関心を高め
る福祉教育の一環として、毎年福祉体験活動を実
施しています。
今年度は、富山県車椅子バスケットボールクラ
ブ、自立生活支援センター富山のご協力により
『車
椅子バスケットボール体験』『車椅子体験』を行
いました。
車椅子バスケット、車椅子体験とも未経
験の児童たちにとっては、貴重な体験と
なったようです。講師の「障害を持った人
に気軽に声を掛けて」にみんな笑顔でこた
えていました。





婦中地域では、ボランティアが一堂に集まり、
活動発表や展示、そして会員の親睦を図るととも
に、一般市民の方にも参加を呼びかけ、よりよい
地域づくりを目指して「ふれあい広場ｉｎ婦中」
を開催しました。今回は、講演会やボランティア
推進校のパネル活動発表のほか、おにぎりや豚汁
の炊き出しも行われ、
参加者には「見て、聞
い て、感 じ る ボ ラ ン
ティア」を体験できる
一日となりました。
災害時の非常炊き出しの試食
（婦中保健福祉センター）







ボランティアセンターでは、書き損じはがきを回収しています。書き損じはがきは、手数料を引いた額面に換
金され、障害者福祉、国際協力、骨髄バンク推進活動などに生まれ変わります。ご家庭にございましたらボラン
ティアセンターへお持ちよりください。

４
山田支所心配ごと相談所
法律相談を実施します。
１月２５日 „ １
４時〜１６時（要予約）
山田公民館（山田湯８８０）
問い合わせ先 山田支所 ４５
７−２１
１
３
中央心配ごと相談所（今泉）
２月１０日 »の法律相談はお休みします。
なお、一般相談は通常通り開催します。
【日 程】１月２
９日 ¶８：３０〜１５：３０
８：３
０ 極楽坂スキー場大山農山村交流センター集合
９：０
０ 開会、スキー講習（午前の部）
１１：３
０ 昼食・休憩
１３：０
０ スキー講習（午後の部）
１５：０
０ 閉会
１５：３
０ 解散
【ところ】立山山麓極楽坂スキー場（富山市原）
【内 容】障害者スキーのサポート
【対 象】スキーの出来る方
【定 員】１
０名（応募多数の場合抽選）
【その他】昼食、リフト代はボランティアセンターで準備します
【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・
生年月日・電話番号を書いて、１月２６日 ”まで、大山ボランティ
アセンターへ。
〒９
３０
‐
１
３１２ 上滝５２３−１ ４８３−４
１１
１ FAX４８
３−４１
５５
★障害のある方で、スキーに興味のお持ちの方の参加もお
待ちしています。（スキーレンタル・リフト代等の実費
は自己負担です。）

【目

進学・修学資金にお困りの世帯へ、無利子で貸付する生
活福祉資金貸付制度の取り扱いをしています。
ただし、所得制限があります。
☆資金の種類は
【修 学 費】高校や大学等に就学するために必要な費用
【就学支度費】高校や大学等に入学する際に必要な経費
（入学金・制服代等）
☆貸付け条件は
【借 受 人】就学する本人 【連帯借受人】生計中心者
【所 得 制 限】家族構成等によって異なります。
【貸 付 利 子】無利子
【償 還 期 間】２
０年以内
【償 還 方 法】月賦償還
【据 置 期 間】卒業後６ヵ月以内
☆申込・問い合わせ先は
市社会福祉協議会本所・各支所へ
地区を担当する民生委員児童委員も相談に応じます。

的】子育て支援ボランティアの育成により地域の子育て力
の向上やボランティア活動への啓発、組織作りを目的
に講座を開催します。
【ところ】市総合社会福祉センター（今泉８３−１）
【対 象】市内在住若しくは勤務・通学している方、又は子育て
支援ボランティアに関心のある方及び活動している方
【定 員】２０名（応募多数の場合抽選）
日 時
内
容
２月１
６”
１０時〜１
２時
２月２
１日 ‚
１
０時〜１
２時
２月２
３日 ”
１
０時〜１
２時
２月２
８日 ‚
１
０時〜１
２時
３月２日 ”
１
０時〜１
２時

【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・電話番号を書いて、２月１０日まで、市ボランティア
センターへ。〒９３９
‐８６
４０ 今泉８３−１ ４２
２−２
４５
６
※保育室を開設します。利用希望の方は事前に申込下
さい。
講
師
ＮＰＯ法人
講義 ｢ 大人が遊べば子どもが元気！ ｣
富山・イタズラ村 子ども遊ばせ隊
理事長 早川 隆志さん
①②わかば保育園 保育士
①講義「子どもの心理と子どもとの係わり」
③ボランティア
②子どもと楽しめる歌と手あそび
・大山お話の会
代表 森元 仁子さん
③活動事例 ｢ 子育てボランティアやってみんまいけ ｣
・街なかサロン ｢ 樹の子 ｣ 林 千恵子さん
手づくりおもちゃサークル「おむすび」
手作りおもちゃを作ろう−身近な素材で楽しもう−
代表 田中世津子さん
とやま語りの会
本の読み聞かせを学ぼう−子どもと絵本を楽しもう−
代表 奥井 悦子さん
バルンアートを学ぼう
日本レクリエーション協会
−なにができるかな？バルンアートでコミュニケーションー
インストラクター 久保
彰さん
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富山市社会福祉協議会

野 〒９３９‐２２２４ 富山市春日９６番地１
大沢
（大沢野健康福祉センター内）
支所
TEL０７６−４
６７−１２９４ FAX０７６−４６８−３５６３

〒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 FAX０７６−４９１−２４３
３

大山
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

八尾
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）
TEL０７６−４
５４−２３９０ FAX０７６−４５４−２３９０

婦中
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

山田
支所

〒９３０‐２１９８ 富山市山田湯７８０番地
（山田総合行政センター内）
TEL０７６−４
５７−２１１３ FAX０７６−４５７−２２５９

細入
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

