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ふな くら

お風呂に入って湯っくりと
「すこやかクラブ」

　船峅地区社会福祉協議会では、３月９日金、大沢野
老人福祉センターさるびあにおいて高齢者や障害者を
招き「すこやかクラブ」を開催されました。
　参加された皆さんは、入浴したり、地元の話題のビ
デオを見たり、ハーモニカ演奏を聴いたりして、楽し
い１日を過ごされました。すこやかクラブは民生委員、
高齢福祉推進員、福祉委員、ボランティアの方の協力
を得て、年８回行われ、毎回約７０名もの参加があり盛
大に行われています。

速星地区社会福祉協議会
大雪にも負けず

ふれあいサロン「たんぽぽ」
　速星地区社会福祉協議会では、３月１３日火、笹
倉コミュニティセンターにおいてふれあいサロン
「たんぽぽ」を開催されました。
　大変な雪模様の中、２０人もの方が集まられ、お
茶会、体を動かす体操や頭の体操などで、和気あ
いあいと楽しく過ごされました。
　ふれあいサロン「たんぽぽ」は、毎月第２火曜
日に行われています。
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目 標 及 び 事 業 計 画
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「だれもが住み慣れた地域で安心して生きがいを持っ「だれもが住み慣れた地域で安心して生きがいを持ってて
生活できる福祉のまちづくり」をめざし生活できる福祉のまちづくり」をめざしてて

　平成２４年度は、「地域福祉活動計画」（計画期間：平成２２年度～平成２６年度）に沿って、地域に根ざした福祉活
動が展開されるよう支援し、地区・校区社会福祉協議会の活動基盤の強化や支援を積極的に進めます。
　また、各種団体・組織と協力しながら、「福祉推進員の設置」を推奨し、「ささえあいネットワーク活動事業」
（見守りや声かけなどの安否確認、簡単な日常生活支援活動）の拡充に努めます。
　主要事業は次のとおりです。

基　本　目　標　Ⅰ ささえあいの仕組みづくり
●ボランティア情報紙の発行 ３３万円
　ボランティア活動へのきっかけづくりとして、毎月１回発
行し情報を広く提供します。また、ボランティアグループや
個人をまとめた「ぼらんてぃあの声」を年２回発行します。

●ボランティア機材の貸出 ２０万円
　ボランティア活動で必要となる機材を貸し出しするため、
機材の更新・補修・新規購入を行います。

●ボランティアサポーターの設置事業 １２０万円
　ボランティアの相談に応じるボランティアサポーターを設
置し、情報交換等の研修を行います。

●ふれあいフェスタ開催事業 ３００万円
　福祉団体、ボランティア団体、市社協の活動を紹介し、社
会福祉に対する理解を深めるため、９月～１０月に市内５会場
においてイベントを開催します。

●いきいきクラブ事業 ９８０万円
　６５歳以上のひとり暮らしの方に対し、給食ボランティアが
食事を用意し、健康づくりとふれあいの場を提供します。

●地区社協育成事業 ４７９万円
　小地域福祉活動の中心的役割を担う地区社協の活動基盤を
強化します。

●ボランティア講座の開催 １１０万円
　ボランティア活動のきっかけづくりの入門講座から専門ボ
ランティアの養成講座まで、多様な講座を開催します。

●除排雪ボランティアの派遣
　「おらっちゃ雪かき隊」 ２７万円
　除雪が困難なひとり暮らしの方等に対し、玄関先から生活
道路までの除雪を行う除雪ボランティアを募り派遣します。

●ふれあいサロン普及事業 ８０万円
　地域で行うふれあいサロン（ふれあいいきいきサロン、ふ
れあい子育てサロン）の普及と運営を支援します。

●社会福祉活動助成金事業 ２００万円
　愛と誠銀行の寄付金を効果的に活用するため、福祉事業を
公募し地域福祉を支援します。

●地域ぐるみ福祉活動推進事業 ９１７万円
　地域の福祉活動活性化のため地区社協を財政面から支援し
ます。

●地域福祉活動活性化事業 １，３７２万円
　赤い羽根共同募金の助成金を利用して、地区社協が行う地
域福祉活動を支援します。

平成２４年度　富山市社会福祉協議会の予算　総事業費　８億１万２千円
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基　本　目　標　Ⅱ 新しい福祉のまちの創造
●福祉の講師派遣事業【新規】 ２０万円
　児童・生徒のボランティア活動普及・促進を図ることを目
的に市内の小学校・中学校・高校・支援学校等へ、福祉に関
する講師の派遣を行います。

●地域福祉懇談会の開催及び地域福祉活動事
例集の作成 ５１万円

　各地区の地域福祉活動の情報交換のため、地区社協役員等
を対象に福祉懇談会を開催します。また、地区社協の活動を
紹介した事例集を作成します。

●ささえあいネットワーク活動事業 １９５万円
　地域住民同士でチームを作り、要援護者に対し見守りや声
かけなどの日常生活を支援する活動の仕組みづくりを行いま
す。

●福祉教育推進事業 ９０万円
　児童・生徒が社会福祉への理解と関心を深めるため、実施
校を指定し、福祉事業の取り組みを支援します。

●福祉フェスティバルの開催 ９４万円
　福祉関係者が一堂に会し、功労者の表彰・福祉に関する講
演・シニアライフ講座の発表を行います。

●地域リーダー研修会・社協出前講座の開催
 ４０万円
　地区社協のリーダーの方を対象に、地域の福祉課題に対す
る解決方法を学ぶ研修会を開催します。また、市社協の活動
や役割について理解を深めていただくため、社協職員が出向
き講座を行います。

基　本　目　標　Ⅲ 適切なサービスの利用
●広報紙「ふれあいネットワークとやま」の
発行・ホームページによる情報提供
 ７４０万円
　市内全世帯に年４回発行し、市社協事業や各種講座の募集
などの情報提供を行います。また、リニューアルしたホーム
ページで、地区社協の紹介等、より身近な話題や情報をいち
早く提供します。

●心配ごと相談事業 ３９０万円
　生活上の心配ごとに対し相談に応じます。市内８ケ所の相
談所で相談員による一般相談と弁護士による法律相談を行い
ます。

●日常生活自立支援事業 １，２１４万円
　判断能力に不安のある高齢者や障害者の方に対し、福祉サ
ービスの利用援助や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れるよう支援します。

●福祉後見サポート事業 ８２万円
　判断能力に不安のある高齢者や障害者の権利を守り、法的
に支援する成年後見制度の普及を図るため、制度利用に関す
る相談、広報、啓発、後見人となる人材の養成や後見活動の
支援を行います。

●共同作業所の運営
　アミティ工房（籐細工）とガラス工芸共同
作業所（ガラス細工） １，８０４万円

　障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことが
できるよう、通所による創作活動等を行う共同作業所の運営
を行います。

●居宅介護支援事業・訪問介護・居宅介護事業
 １億７，０３６万円
　介護保険法に沿った介護支援事業（ケアプランの作成等）、
訪問介護事業を行います。また、障害者自立支援制度に沿っ
た居宅介護を行います。　　

●通所介護事業 ３，８８３万円
　細入地域において、介護保険法に沿ったデイサービスを行
います。

●介護認定調査事務事業【新規】 １，７５０万円
　市町村事務受託法人の指定を受け、介護保険制度の利用に
伴う新規の認定調査事務を行います。

●高齢者移送サービス事業 ７４３万円
　日常的に車いすを利用されている方等の外出や社会参加の
ために、車いすごと乗車できる車両による送迎を行います。

●生活福祉資金貸付事業 １，２１８万円
　低所得者、障害者、高齢者世帯の自立・更生を支援するた
め、資金貸付の相談や申し込みの受付を行います。

●住宅手当緊急特別措置事業 １，２３８万円
　離職者で住まいの確保が困難な方に対し、自立した生活を
送るための一助として、短期間の家賃補助を行うための相談
を行います。

●市社会福祉協議会の機能強化
　◆事務局組織の体制整備　　　　　　　　　◆共同募金助成金の活用　　
　◆愛と誠銀行業務（寄付金）の活用　　　　◆民間助成金の活用　　など

※その他の事業は、リニューアルしたホームページに掲載しております。
URL：http://www.toyamacity-shakyo.jp/



平成２４年（２０１２年）４月２０日
4

　富山市ボランティアセンターでは、平成２３年度除雪ボランティ
ア「おらっちゃ雪かき隊」のボランティアを募集したところ、５８
団体（４３８人）、個人３２人の方がボランティア登録をされました。
　平成１８年の大雪の教訓を生かして始まったこの事業は、発足当
初はあまり雪が降らず活躍する場がない年もありました。
　２３年度は大変な大雪に見舞われ、雪かき隊の派遣依頼の電話が
朝早くから鳴りやまない日も続きましたが、素早いボランティアの活動によって、大きな成果をあげることがで
きました。
　雪かき隊の派遣回数は延べ２２６回、派遣人数は延べ５３２人でした。
　ボランティア登録・活動をしていただいたみなさん本当にありがとうございました。

おらっちゃ雪かき隊とは、
　自力での除雪が困難なひとり暮らし高
齢者世帯等に出向き、玄関先から生活道
路までの除雪を行う、市民から募集した
除雪ボランティアのことをいいます。

感謝の声がボランティアセンターにも多数届きました！！
今後も引き続きこの事業に取り組んでいきたいと思います。

（活動された方より）

「力仕事なのでお年寄り
には大変だと思います。
『ありがとう、ありがと
う』と何度も言われてと
ても嬉しい気持ちになり
ました」

（依頼された方より）

Ａさん　「若い人たちがきて、あっ
という間にきれいにして
くれて助かった！」

Ｂさん　「来てもらえると思った
ら安心できるちゃ」

Ｃさん　「転ぶ心配せんと外出で
きたわ。ありがとう」

ボランティア活動保険への　　
　　　加入をおすすめします！！

ボランティア活動保険は、ボランティア活動中の事故・ケガなどを補償します。
また、相手にケガをさせたり、物を壊したりしたときの賠償責任も補償されます。
安心して活動するために、ぜひ加入しましょう！！

「おらっちゃ雪かき隊」「おらっちゃ雪かき隊」　 　　　　
たくさんの活動ありがと　　　たくさんの活動ありがとうう！！！！

「おらっちゃ雪かき隊」　 　　　　
　　　たくさんの活動ありがとう！！

対象　ボランティア個人またはボランティアグループ、ＮＰＯ法人またはその所属の無償
ボランティア。

期間　加入申込手続きが完了した日の翌日から年度末まで。

　◎保険金をお支払いする例
　　・ボランティア活動中に転んでケガをした。（傷害事故）
　　・ボランティア活動先で花瓶を誤って壊してしまった。（賠償事故）

問い合わせ及び申込
　富山市ボランティアセンター（緯４２２－２４５６）または各支所ボランティアセンターまで。
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あなたもチャレンジ！新たな自分を発見しませんか？

※募集、詳細等については「ふれあいネットワークTOYAMA」「広報とやま」「富山市ボランティアセンターホームページ」等で案内。

「親子で自然の大切さやボランティア活動について考えてみませんか」
ボランティアグループと新茶づくり（お茶摘み体験）をします　　　

日　　　時　５月２０日日　１０：００～１２：００（小雨決行）
場　　　所　富山市ファミリーパーク内みはらし広場（富山市古沢２５４）
費　　　用　材料代一人２００円　　　　　　　　
対　　　象　市内在住の小学生とその保護者
定　　　員　１０組（申込多数の場合は抽選）
申　　　込　５月１１日金までに、富山市ボランティアセンターまで電話またははがきで、講座名・郵便番号・住所・氏名・

年齢・電話番号を記入の上お申し込みください。FAX可
問い合わせ先　〒９３９－８６４０　富山市今泉８３－１富山市ボランティアセンター　緯４２２－２４５６　FAX４２２－２６８４

受受受受受受受受受受受受受受受受講講講講講講講講講講講講講講講講者者者者者者者者者者者者者者者者募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集「「「「「「「「「「「「「「「「親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子子ボボボボボボボボボボボボボボボボラララララララララララララララランンンンンンンンンンンンンンンンテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィアアアアアアアアアアアアアアアア入入入入入入入入入入入入入入入入門門門門門門門門門門門門門門門門講講講講講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座座座座座受講者募集「親子ボランティア入門講座」」」」」」」」」」」」」」」」」

内　　　　　容場所・時間事業名・講座名開催予定日

手話ボランティアの育成を目的に、聴覚障害者と手話
で日常会話ができるまでの技術習得

富山市総合社会福祉センター
（木曜日全２５回）１０：００～１２：００手話基礎講座　昼の部５／１０～１１／１５

富山市総合社会福祉センター
（火曜日全２５回）１８：４５～２０：４５手話基礎講座　夜の部５／８～１０／３０

手話ボランティアの育成を目的に、初めて手話を学ぶ
方を対象に、手話であいさつや自己紹介程度の会話が
できるまでの技術習得

富山市総合社会福祉センター
（木曜日全２０回）１８：４５～２０：４５手話入門講座　５／１０～１０／４

講義、演習を通して「きちんと聞く」ことにより、相
手の孤独感や不安感を軽減する傾聴ボランティア養成
講座

サンシップとやま
１０：００～１６：００傾聴ボランティア養成講座５／１６・１７

（水・木）

傾聴ボランティア養成講座等を修了した方のスキルア
ップ講座

富山市総合社会福祉センター
９：００～１６：００

傾聴ボランティア
フォローアップ講座５／１８金

親子でいっしょに森の大切さやボランティア活動につ
いて考え、ボランティアのきっかけづくりを行う講座

富山市ファミリーパーク
１０：００～１２：００親子ボランティア入門講座５／２０日

ボランティア活動についての講演会を開催
講師：ＮＨＫ手話ニュースキャスター
　　　中　野　佐世子　氏
演題：「今日から始めるボランティア～はじめの一歩」

サンシップとやま福祉ホール
（安住町５－２１）１３：３０～１５：００ボランティア研修会（講演会）５／２６土

音訳ボランティアの育成を目的に、音訳に関する基礎
技術の習得

富山市総合社会福祉センター
（水曜日全１０回）１０：００～１２：００音訳講座６／６～９／５

点訳ボランティアの育成を目的に、点訳に関する基礎
技術の習得

富山市総合社会福祉センター
（木曜日全１０回）１３：３０～１５：３０点訳講座６／２８～９／６

夏休みや夏季休暇を利用し、社会福祉施設でのボラン
ティア活動体験を通して、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。

希望の施設、期間で５日間ボラン
ティア体験を行うサマーボランティア活動７／２５～８／３１

施設等でのボランティア体験や交流などを通してボラ
ンティア活動のきっかけづくりと、福祉への理解を深
めることを目的に行う講座

大山地域市民センター等
８：３０～１５：３０中学生ボランティア入門講座８月上旬

要約筆記ボランティアの育成を目的に、要約筆記に関
する基礎技術の習得

富山市総合社会福祉センター
（木曜日全１０回）１３：３０～１６：３０
※最終日１０：００～１６：００（内５時間）

要約筆記講座９／上旬～
１１／中旬

団塊の世代といわれる方・ボランティア活動に関心の
ある方を対象に、自分の経験や特技を活かしながら、
ボランティア活動へのきっかけづくりを目的に開催

富山市総合社会福祉センターボランティア入門講座
「自分の力を活かそう講座」１１月～１２月

障害者が冬季間でも自然に親しむことができるように、
講義やゲーム・スノーシューの実践を通じてのボラン
ティア養成講座

大山Ｂ＆Ｇ体育館、らいちょうバ
レースキー場周辺
９：００～１５：００

障害者雪上レクリエーション
ボランティア講習会　

平成２５年
２月中旬
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善意のひろば
愛と誠銀行報告

ありがとうございました。
　愛と誠銀行は、みなさまから寄せられた善意のお金や品物を、地区社協などで行
われる地域福祉活動で活用したり、社会福祉施設や団体にお渡ししたりするなど、
社会福祉活動に大きく貢献しています。
　平成２４年２月までに預託いただいた方は次のとおりです。（敬称略・順不同）

○個人
　今田　貴士（山　　室）　 　匿名（１名）
○団体
　なのはな農協青年部・女性部（豊田）　 　柳町校下天寿会（柳町）　 　老田校区長寿会連合会（老田）　
　ＡＮＡクラウンプラザホテル富山（総曲輪）

物品預託

○個人
　山口　康弘（清 水 町）　 　庭田　　怜（愛　　宕）　 　中村　俊雄（愛　　宕）　 　藤永　浩司（萩　　浦）
　武田　忠義（萩　　浦）　 　美濃　梅吉（広　　田）　 　美濃　麗子（広　　田）　 　山地　　優（広　　田）
　早川　俊一（四　　方）　 　角　　政行（萩　　浦）　 　中山　俊文（新　　保）　 　京坂　　進（萩　　浦）
　立田　勝紀（萩　　浦）　 　米田江美子（広　　田）　 　細川　園枝（五　　福）　 　中村　敏子（愛　　宕）
新庄　富江（岩　　瀬）　 　村　　　一（岩　　瀬）　 　橋本ふじ子（岩　　瀬）　 　橋本　政則（岩　　瀬）
相山美津子（岩　　瀬）　 　増山　利晴（五 番 町）　 　河原　勝利（草　　島）　 　角間　安夫（安 野 屋）
小出　誠自（萩　　浦）　 　川渕　映子（萩　　浦）　 　角　　　茂（新　　保）　 　渡瀬　正士（萩　　浦）
斉藤　泰夫（呉　　羽）　 　岩滝　　茂（呉　　羽）　 　稲坂　三郎（水橋中部）　 　茂住　　隆（萩　　浦）
室林　峰子（萩　　浦）　 　若松　恵子（愛　　宕）　 　藤岡　廣子（愛　　宕）　 　辻村ナミ子（桜　　谷）
樋口　善次（堀 川 南）　 　下村　　創（萩　　浦）　 　藤島　信子（柳　　町）　 　坂野　彰男（萩　　浦）
牛嶋　慶子（愛　　宕）　 　友杉　芳恭（愛　　宕）　 　山崎　清二（朝　　日）　 　髙田　忠美（奥　　田）
高杉　重雄（杉　　原）　 　松井　　昇（婦中熊野）　 　谷村　豊彦（大　　庄）　 　長谷川慧能（上　　滝）
田近　裕貴（大　　庄）　 　織田　秀憲（速　　星）　 　奥村　徳義（朝　　日）　 　山田　民子（速　　星）
匿名（１３名）
○団体
下野新壮寿会（五福）　 　八人町地区長寿会連合会（八人町）　 　老田校区長寿会連合会（老田）
大沢野美術協会（大沢野）　 　大沢野ダンススポーツ（大沢野）　 　ＡＮＡクラウンプラザホテル富山（総曲輪）
北陸電力㈱富山火力発電所（草島）　 　㈱モービルハウス（宮野）　 　ジャンボヤマザキお客一同（八尾）
宗教法人真如苑（新庄）　 　三菱ふそう労働組合本社支部（神奈川県川崎市）
ユニー㈱ピアゴ富山西町店（五番町）　 ユニー㈱アピタ富山店（蜷川）　 　辻ヶ堂地域仏教会（水橋西部）
ファインネクス㈱（舟橋村）

金銭預託

　共同募金会では、昨年３月１１日に発生した大震災の義援金募集を引き続き行っています。
　３月１４日現在、全国の皆さんから中央共同募金会に寄せられた義援金は３９２億円となり、被災地に送金されまし
た。１年経ちましたが、まだまだ皆様の支援が必要です。
　受付は富山市共同募金委員会（富山市社会福祉協議会本所・支所内）にて、９月３０日日まで行っています。皆
様のあたたかいご支援、ご協力をお願いします。

東日本大震災義援金 引き続きご協力をお願いしま東日本大震災義援金　引き続きご協力をお願いしますす東日本大震災義援金　引き続きご協力をお願いします

平成２３年度「共同募金運動」の結果報告
　赤い羽根共同募金運動は、ご家庭にお願いした戸別募金をはじめ、街頭募金、学校募金などで、多くの皆様か
らたくさんの善意をいただきありがとうございました。寄せられた募金は、富山県共同募金会を通じて５月に福
祉団体等に助成されます。
　また、地域歳末たすけあい募金は、高齢者、障害者等地域において支援を必要とされる方々への見舞金や地域
交流事業などに助成されました。

赤い羽根共同募金　５２，２０２，４０５円 歳末たすけあい募金　１２，５０４，９３０円
寄せられた募金の内訳

戸別募金 ４５，３００，００４円
街頭募金 １２０，９２７円
法人募金 １，８３５，０００円
職域募金 １，３４１，９６１円

学校募金 １，４８９，６５６円
イベント募金 ２８，０９１円
個人募金 １０７，３６２円
その他 １，９７９，４０４円

使 用 目 的

高齢者対象事業 ５，３７８，６０７円
障害児者対象事業 １，１９２，１９７円
児童青少年対象事業 ４９０，０００円

住民全般対象事業 ２，２１６，１９７円
次年度助成事業 ３，２２７，９２９円

●●●●●●●●●●●●●●●●
富山県共同募金会では平成２５年度助成事業の募集を行っています。
詳細は、市社協ホームページ、または富山県共同募金会ホームページをご覧ください。
　申請期間：平成２４年４月１日～４月３０日
　申請受付：富山市共同募金委員会（富山市社会福祉協議会本所・支所内）

平成２５年度助成事業申請のお知ら平成２５年度助成事業申請のお知らせせ平成２５年度助成事業申請のお知らせ
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手話との出会い、障害のある方への良い接し方など　　　　
講演会からボランティア活動について、一緒に考えてみませんか！

　手話に限らず、現在ボランティアとして活動中の方も、ボランティア活動に関心がある方も多数の参
加をお待ちしております。

演　題　今日から始めるボランティア～はじめの一歩　　
講　師　ＮＨＫ手話ニュースキャスター　中野佐世子さん

日　　時　　平成２４年５月２６日土　１３：３０～１５：００　　　　　　　　
会　　場　　サンシップとやま　１階　福祉ホール（安住町５番２１）

入　　場　　無　料　　　　　申し込み　　不　要　　　　　　　　
問合せ先　　富山市ボランティアセンター　緯４２２－２４５６　　　　　

社会福祉を目的とする事業に対し、１０万円を上限に助成します。

昨年度（平成２３年度）富山市愛と誠銀行に「一般社会福祉事業へ」と寄せられた寄付金を、社会福祉活動助成金として助成します。
助成対象　法人格を有しない任意団体またはNPO法人で、次のすべてに該当する団体
　　　　　①市内において活動していること
　　　　　②定款または会則・規約、役員名簿があること
　　　　　③事業計画・予算書、事業報告・決算書が作成されていること
対象事業　・地域の活性化につながる事業
　　　　　・福祉課題に対する調査・研究やそれらを解決するための先駆的な事業
　　　　　・研究会や勉強会を通して、福祉向上につながる事業
助成金額　総事業費の５分の４（上限１０万円）　 　応募〆切日　５月３１日木まで（必着）
応募方法　申請書に必要事項を記入し、次の書類を添付してください。
　　　　　①２４年度の事業計画・収支予算書　　
　　　　　②２３年度の事業報告・収支決算書
　　　　　③定款または会則・規約、役員名簿　　
　　　　　④団体の活動を紹介する資料、活動の内容が把握できる資料
　　　　　⑤活動費の使途に備品等の購入が含まれる場合は、見積書（写）等
申請書送付・問い合わせ先　〒９３９‐８６４０　富山市今泉８３－１　富山市社会福祉協議会・本所　緯４２２－３４００
　申請書は、富山市社会福祉協議会窓口に備えつけてある他、ホームページからダウンロードできます。

　（http://www.toyamacity-shakyo.jp/）

社社社社社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会会会会会福福福福福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動動動助助助助助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成成成成成金金金金金金金金金金金金金金金金ののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知らららららららららららららららら社会福祉活動助成金のお知らせせせせせせせせせせせせせせせせせ

手話は、技術でなく　　　　　　
　　“心”を届けることができる

講師プロフィール
東京生まれ。高校生のときに手話と出会う。
大学では幼児教育（障害児保育）を専攻。
卒業後、保健所や児童館で子どもとの遊び方・接し方などを親御さ
んへ指導。１９９０年、NHK手話ニュースキャスターとなり現在も出
演中。東京家政学院大学では障害児保育、淑徳短期大学・ルーテル
学院大学などでは介護福祉士やホームヘルパーの養成、聴覚障害者
とのコミュニケーション法の指導を行っている。

●●●●●●●●●ボ ラ ン テ ィ ア 講 演 会
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大沢野
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）

緯４６７－１２９４　FAX４６８－３５６３

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）

緯４５４－２３９０　FAX４５４－２３５６

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）

緯４５７－２１１３　FAX４５７－２２５９

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）

緯４８３－４１１１　FAX４８３－４１５５

婦中
支所

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

緯４６９－０７７５　FAX４６９－０７７９

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）

緯４８５－９００８　FAX４８５－９２００

〒９３９‐８６４０　富山市今泉８３番地１
（富山市総合社会福祉センター内）

緯４２２－３４００　FAX４９１－２４３３
 　 　富山市社会福祉協議会社会福祉

法 人 （本所）

富山市ボランティアセンター 緯４２２－２４５６　FAX４２２－２６８４

生活上のあらゆる心配ごとの相談に応じています。お気軽にご相談ください。
相談所は８ケ所あり、いずれも無料・秘密厳守です。
富山市民の方であれば、住んでいる地域にかかわらず、どこの相談所でも利用できます。

【法律相談】
弁護士が相談に応じます。

予約が必要です。相談時間は３０分間です

【一般相談】
相談員が相談に応じます
予約はいりません

平成２４年５月～平成２４年７月の相談日

時　間相　談　日時　間相　談　日場　　所　（住所）相談所名
１３：００～１５：３０
（開催前日の９：３０
から電話にて予約）

５月１１日・１８日・２５日

９：３０～１５：３０

毎週月～金曜日
（ただし、祝休日は除く）

総合社会福祉センター
（今泉）

緯４２２－３４００
中 央 ６月１日・８日・１５日・２２日・２９日

７月６日・１３日・２７日

１３：３０～１５：３０
（電話にて予約）

５月１０日５月１０日
呉羽公民館（呉羽）

緯４３６－５１７１呉 羽 地 区 ６月７日６月７日
７月５日７月５日
５月１０日５月１０日

岩瀬公民館（岩瀬御蔵町）
緯４３７－９７１５北 部 地 区 ６月１４日６月１４日

７月１２日７月１２日
５月１７日５月１７日水橋西部公民館

（水橋辻ケ堂）
緯４７８－１１３１

水 橋 地 区 ６月２１日６月２１日
７月１９日７月１９日
５月２８日

１３：３０～１６：００

５月１０日・１７日・２４日・３１日大沢野健康福祉センター
（春日）

緯４６７－１２９４
大沢野支所 ６月２５日６月７日・１４日・２１日・２８日

７月２３日７月５日・１２日・１９日・２６日
５月１日５月１１日・１８日・２５日大山地域市民センター

（上滝）
緯４８３－４１１１

大 山 支 所 ６月５日６月１日・８日・１５日・２２日・２９日
７月３日７月６日・１３日・２０日・２７日
５月９日５月２日・２３日八尾健康福祉総合センター

（八尾町福島）
緯４５４－２３９０

八 尾 支 所 ６月１３日６月６日・２７日
７月１８日７月４日・２５日

５月７日・２１日西保健福祉センター
（婦中町羽根）
緯４６９－０７７５

婦 中 支 所 ６月４日・１８日
７月２日・２３日

心配ごと相談所のご案心配ごと相談所のご案内内心配ごと相談所のご案内

婦中社会福祉センター（婦中町上轡田２８７）
月曜日・祝日も開館しています

開館時間が長くなりました。みなさんのご利用をお待ちしています。
入浴時間開館時間

１０：００～１５：００９：００～１７：００火曜日～日曜日

なし９：００～１７：００月曜日

○送迎バスは、現状どおり婦中地域のみの運行で火曜日～金曜日です。（ただし、祝日は運休）
○休館日：年末年始（１２／２９～１／３）
○保守点検等により、臨時休館や開館時間が変更になる場合があります。
○市内の６０歳以上の方または、障害者の方が利用できます。（利用料は１００円です）
○お問い合わせ先は、緯４６６－２１６１まで。


