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呉羽地区社会福祉協議会

呉羽地区「いきいきクラブ」
　「いきいきクラブ」は一人暮らしの高齢者の方々に、
月２回の配食または会食サービスを行っています。そ
の運営は、すべてボランティアで調理部門４８名、配食
部門２８名です。
　呉羽会館の料理室で１回当たり５０～６０食を作り、高
齢者に合うよう工夫しています。配食の時には、給食
を届けると共に健康を確認しています。皆様には大変
好評で、今後ますます喜ばれる食事をお届けできるよ
うボランティア全員ハリキッテいます。

呉羽地区：人口１３，０３４人、５，１２３世帯、高齢化率２６．９９％
（平成２５年３月末現在）

この広報紙は共同募金の助成金と社会福祉協議会会費などにより発行されています。

ふれあいサロン「ぼくんち」の開催
　ふれあいサロン「ぼくんち」は、毎月２回開催して
３年が経過しました。
　このサロンは、ボランティアサポーターと連携を取
りながら、子どもたちから高齢者の方を対象にボラン
ティアの方が作った「たこ焼き」や季節に応じて「か
き氷」や「ぜんざい」を食していただき、その時々に
合った話題を提供しています。
　今では友達が友達を呼び、天候に関係なく地域以外
からの参加も多く、毎回４０名近くの方にいこいの場と
して楽しいひと時を過ごしていただいています。

大沢野南部地区：人口４，７２０人、１，８７４世帯、高齢化率３２．６５％
（平成２５年３月末現在）

大沢野南部地区社会福祉協議会
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平成２４年度　富山市社会福祉協議会の決算　　総事業費　７億７千５百万円
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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

事　 業　 報　 告
　５月２８日㈫に富山市社会福祉協議会の理事会、評議員会を開催し、平成２４年度事業報告及び収支決算が承認さ
れました。
　だれもが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、「地域で主体的に活動できる人づくり」「地域の
ささえあいとネットワークづくり」「福祉情報の収集と提供」「市社会福祉協議会の機能強化」を重点施策とした
地域福祉活動計画（２２年度～２６年度の５か年計画）に沿ってその実現に向けて様々な事業に取り組みました。
　新規事業については、住民参加による福祉活動を推進する「ふれあいケアネット融合型事業」、中山間地域で買
い物に不便を感じている方を支援する「お買物バス事業」、判断能力が不十分な方の権利や財産を擁護するための
「市民後見推進事業」などに取り組みました。
　今後も、住民の皆さんが主体の地域福祉活動が活発に行われるように、さまざまな事業に取り組みたいと思い
ます。

主要事業は次のとおりです。

 　ささえあいの仕組みづくり
●ボランティアセンターの運営
ボランティア情報紙の発行、ボランティアセンターホームページによ
る情報提供、ボランティアサポーターの研修、ボランティア機材の貸
出、ボランティア講座の開催、除排雪ボランティア「おらっちゃ雪か
き隊」の派遣など

●ふれあいサロンの普及
地域で行うふれあいいきいきサロン、子育てサロンの普及と運営を支援

●ふれあいフェスタの開催
福祉団体やボランティア団体、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に、５会場で実施

●いきいきクラブ事業
６５歳以上のひとり暮らしの方へ、給食ボランティアによる食事やふれ
あいの場を提供

●地域ぐるみ福祉活動推進事業（ふれあいケアネット融合型）掛※１

Ⅰ

貸出用ボランティア機材の一部

　活動調整連絡会・会食会などの生活支援
事業・他組織との連携事業及び福祉人材の
発掘要請を行うとともに、要支援者に対し、
複数者でチームを作り、見守りやゴミ出し
などの軽易な生活援助を行う地区社協に対
して、助成を行いました。

※１地域ぐるみ福祉活動推進事業
　（ふれあいケアネット融合型）　
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●社会福祉活動助成金事業（詳細は６ページをご覧ください）
愛と誠銀行に寄せられた寄附金を効果的に活用するため、公募した福
祉事業に助成金を交付
●地区社協の育成、支援
　活動基盤強化のために助成金の交付、活動を支援

 　新しい福祉のまちの創造
●福祉の講師派遣事業掛※２
●地域福祉懇談会の開催及び活動事例集の作成
地区社協役員等を対象に地域福祉懇談会を開催、地区社協の活動を紹
介した事例集の作成
●ささえあいネットワーク活動事業
地域住民同士でチームを作り、要援護者の見守りや声掛けなどの日常
生活を支援する活動に助成
●福祉教育推進事業
●福祉フェスティバルの開催
　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
●地域リーダー研修会・社協出前講座の開催
地域の福祉課題に対する解決方法を学ぶ研修会の開催、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に社協職員が地域に出向い
て講座を開催

 　適切なサービスの利用
●広報紙「ふれあいネットワークＴＯＹＡＭＡ」の発行
　ホームページによる情報提供
●心配ごと相談事業（詳細は８ページをご覧ください）
●日常生活自立支援事業（詳細は５ページをご覧ください）
　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
●福祉後見サポート事業掛※３
●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）〕
●居宅介護支援事業・訪問介護・居宅介護事業
介護保険制度に沿った介護支援事業（ケアプランの作成等）、訪問介護
事業の実施及び、障害者自立支援制度に沿った居宅介護の実施
●通所介護事業〔細入デイサービスセンター〕
●介護認定調査事務事業
●お買物バス事業掛※４
●高齢者移送サービス事業
日常的に車いすを利用されている方等の外出及び社会参加のため、車
いすごと乗車できる車両による送迎を実施
●生活福祉資金貸付事業
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を受付
●住宅手当緊急特別措置事業
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実施
●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（寄附金）の活用
　◆民間助成金の活用　　　　　　　など

Ⅱ

Ⅲ

　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・中・高等
学校、支援学校等へ福祉に関する講師を派
遣しました。

※２福祉の講師派遣事業

車いす体験講座の様子

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

　中山間地にお住いの一人暮らしや高齢
者・障害者だけの世帯等で買い物に不便を
感じている人を対象にお買物バスで送迎を
実施しました。

※４お買物バス事業

お買物バス「あいネット号」

　判断能力が不十分な高齢者や障害者の権
利を守り、生活の安定と利益の保護を図る
ための仕組みとして成年後見制度が制定さ
れています。
　本事業では、制度利用のための相談窓口
の設置、後見人となる人材の養成や後見活
動の支援・制度普及のための広報啓発活動
などを行いました。
　平成２４年度からは市の委託を受けて、福
祉後見サポートセンターを設置し、取り組
んでいます。

※３福祉後見サポート事業
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富山市ボランティアセンター
http://www.toyamacity-vc.jp/

　これまで培ってきた技能・知識や豊富な人生経験を活かして、ボラ
ンティア活動に参加してみませんか。
　１日目：９月１４日㈯　１０：００～１２：００
　　講義　「ボランティアの初歩支援　～ボランティアの楽しみ方～」
　２日目：９月１７日㈫～１０月３１日㈭
　　　　　ボランティア活動体験
　　　　　希望の日時に、ボランティア活動を体験します。
　３日目：１１月２日㈯　１０：００～１２：００
　　　　　ボランティアを体験して　～意見交換　振り返りなど～

会場：市総合社会福祉センター大ホール（今泉８３－１）
締切：８月２０日㈫

ボランティア入門講座『自分の力を活かそう講座』参加者募集

福祉の講師を派遣します　福祉の講師派遣事業

講師派遣の主なもの
講　　　師内　　　　容講　座　名

民間企業車いすの扱い方や車いす体験車いす体験

富山県理学療法士会高齢者疑似体験グッズによる体験学習高齢者疑似体験

富山市身体障害者福祉協議会肢体障害者の生活について障害者からみた社会

盲導犬ユーザー視覚障害者の生活・盲導犬ユーザーとして盲導犬ってなに？

ボランティアグループ点字体験　教材費一人当たり、１０円程度負担をお願いし
ます。点字ってなに？

ボランティアグループ聴こえないってどんなこと？・聴覚障害者の生活手話ってなに？

全盲プロピアニスト視覚障害者の生活について　ピアノ演奏視覚障害者への理解

※車いす・高齢者疑似体験セットは依頼者での準備が必要です。

詳しい内容・申込方法については
市ボランティアセンター（TEL　４２２－２４５６）または各ボランティアセンターへ
市ボランティアセンターホームページから参加申込書がダウンロードできます。

　理学療法士の方から、高齢者の方が日ごろの生活で不便に感じ
ておられることについて話を聞いた後、体験グッズを実際に身に
着けました。
　重りを着けたり、ひじ・ひざを固定して歩いたり、見えにくい
ゴーグルをかけて本を読んだりして、高齢者が感じている体の重
さや見えづらさを実感することが出来ました。

お問い合わせはボランティアセンターまで
TEL　４２２－２４５６高齢者疑似体験中
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生活支援員
になりませんか？
（日常生活自立支援事業）

主な活動内容 ★資格等は特に必要ありません。
　※指定の養成研修を受講していただきます。
★活動頻度は、平日の月１回から週１回程度です。
★社協の職員が活動をサポートします。
★１回につき１，０００円の謝金をお支払いします。

　人と接するのが好きな方、地域で困っている方を手助けしたいと考え

ている方など、生活支援員として活動してみませんか？

　ボランティア活動や福祉に関心をもち、生活支援員として市社会福祉

協議会と協力して取り組んでいただける方を募集しています。

（特に大沢野、婦中、八尾、大山地域）

●公共料金や福祉サービス利用料などの支払いの代行
●払い戻したお金の受渡しや、本人と一緒に収支状況の確認
●利用者との会話を通じて、相談や希望を聞きながら、生活
の様子や健康状態を見る　など
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社会福祉活動助成金を交付しました社会福祉活動助成金を交付しました。。

　１月２４日㈭、富山市立広田小学校で、子どもたちが昔の生活用具を体験する「ひろたのつどい」を開催しまし
た。参加者小学３年生８２人、地域住民３７人が交流しながら、様々な道具を体験しました。
　子どもたちは、豆を入れた石臼をぐるぐると回転させて粉にする作業や、蚊帳の説明を受けて、中に入るなど
の体験をしました。その他「つぐら」「七輪」「火鉢」「ランプ」なども説明を受けました。子どもたちからは、

「昔の様子がよくわかった」「昔の人の生活の知
恵はすごいな～」「電気を使わずに昔の用具を使
うことも考えてみたらどうかな」など、様々な
感想が寄せられました。その後、手作りおもち
ゃを作って遊び、楽しいひと時を過ごしました。
　貴重な体験をすることができました。ありが
とうございました。

　平成２４年度富山市愛と誠銀行に「一般社会福祉事業へ」と寄せられた寄附金は、平成２５年度社会福祉活動助成
金として福祉活動を支援するために活用させていただきます。４月～５月に福祉事業の公募を行い、次の２９事業
へ総額１９７万３千円を交付いたしました。

「ひろたのつどい」（世代間交流）（広田校下社会福祉協議会）

★昨年度助成した団体から感謝のメッセージが届きました！ ★

平成２５年度　社会福祉活動助成金助成一覧
助成額（円）　対　　象　　事　　業助　成　団　体番号

９０，０００子育て支援サークル熊野校下社会福祉協議会１
４４，０００いきいき健康増進事業（介護予防研修会の開催）堀川校下社会福祉協議会２
４４，０００稲作体験学習（世代間交流）奥田北校下社会福祉協議会３
７２，０００ひろたのつどい（世代間交流）広田校下社会福祉協議会４
２４，０００高齢者世帯のための見守り支援（手作りおはぎの配食）藤ノ木校下社会福祉協議会５
４０，０００要援護者の支援体制構築のための研修会・講演会蜷川校下社会福祉協議会６
９０，０００第３回倉垣校下福祉フェスタ（世代間交流）倉垣校下社会福祉協議会７
６５，０００緊急連絡カードの作成新庄北社会福祉協議会８
１００，０００地区民生委員児童委員活動事業（研修会、講演会）富山市民生委員児童委員協議会９
１００，０００平成２５年度歩行訓練（機能訓練事業）富山市身体障害者協会１０
５６，０００ベビーフェステバル（子育て支援・赤ちゃんの健康づくり）富山市保健推進員連絡協議会１１
４８，０００地区座談会（他団体との交流、情報交換）富山市聾唖福祉協会１２
８０，０００保育研究部会報告会及び講演会（子育て支援・保護者支援研究事業）富山市保育連盟１３
１００，０００理事研修事業（講演会、実技指導）富山市児童クラブ連絡協議会１４
８０，０００役員研修会（４団体間の情報共有、講演会など）富山市身体障害者福祉協議会１５
６０，０００医療講演会・相談会・情報交換会公益社団法人日本リウマチ友の会富山支部富山市分会１６
１００，０００視覚障害者チャレンジ事業「タンデム自転車を体験しようⅣ」富山市視覚障害者協会１７
４０，０００障害者山岳歩行訓練事業大沢野身体障害者協会１８
６９，０００富山市戦没・戦災死者追悼式富山市遺族会１９
１００，０００母子と寡婦のふれあい研修会（自然体験教室）富山市母子寡婦福祉連合会２０
３９，０００研修会（成年後見制度勉強会、グループホーム見学、研修会）富山市手をつなぐ育成会２１
４４，０００自立生活訓練事業（菓子作り研修）富山障害者（児）父母の会（こばと会）２２
４６，０００第３回だがしや楽校 ｉｎ 大久保（世代間交流）大久保ワンダークラブ２３
１００，０００音訳図書製作のための機材整備、研修会の開催あゆみ会２４
７２，０００世代間交流、リサイクル活動（おもちゃの修理・再利用）富山市おもちゃ病院２５
１００，０００講演会（いっしょに学ぼう子どもの権利条約）富山子ども劇場２６
２０，０００ふれあいサロン「ベルの会」１０周年記念パークゴルフ大会ふれあいサロン「ベルの会」２７
５０，０００３世代交流大作戦（ふれあいレクリエーション）八尾地区老人クラブ連合会２８
１００，０００医療講演会、勉強会、情報交換会線維筋痛症北陸患者会虹の架橋２９

１，９７３，０００合　　　　　　計

社会福祉活動助成金を交付しました社会福祉活動助成金を交付しました。。社会福祉活動助成金を交付しました。
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　タオルをいただきありがとうございます。
　早速、就労移行支援ステップの利用者の方に、雑巾を
作っていただきました。
　１枚ずつ手縫いで行います。利用者の作業はとても丁
寧なので立派な雑巾になります。
　出来上がった雑巾は、「あゆみの郷」で車イスの清掃に
利用させていただいています。利用者の方の生活におい
て、車イスは重要な手足となります。身体と同じように
いつもきれいに…。
　タオル１枚１枚に「ありがとう」の気持ちが込められ
ています。
　本当にありがとうございました。

（昨年、富国生命富山支社外野クラブ、富山県保育士会、柳町校下天寿会からご寄附をいただいた、タオルの一
部を、重症心身障害児施設「あゆみの郷」（稲代）に届けました。）

● ● ● ● ● ● 皆様からの温かいご支援・ご協力をお待ちしています。● ● ● ● ● ●

ありがとうございました。
　愛と誠銀行は、皆様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２５年３月～２５年５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）

善意のひろば
愛と誠銀行報告

金 銭 預 託
○個人

（新　庄）林　　和美（朝　日）奥村　徳義（野　積）川西　弘晃（清水町）山口　康弘
（草　島）大田　宗保（草　島）松田　重範（萩　浦）中嶋　泰昭（萩　浦）牧谷　康弘
（草　島）花岡　和雄（呉　羽）土田　　弘（岩　瀬）石田　一成（草　島）松田　恵子
（岩　瀬）大野とも子（岩　瀬）渡瀬　一雄（萩　浦）中島　信行（草　島）河原　雄二
（八　幡）石井喜美枝（愛　宕）中川　忠夫（萩　浦）四十万文男（八　幡）高木　清人
（古　里）川島　秀樹（萩　浦）鶴見　研二（岩　瀬）西宮　　正（萩　浦）山﨑　　正
（堀川南）樋口　善次（朝　日）竹部　博治（五　福）坪島　宏紀（野　積）岩森　優範
（藤ノ木）島　　政雄（愛　宕）武隈　貴広（草　島）浦田　律子（草　島）今井　正治
（保　内）杉林　啓一（野　積）谷江　庄蔵（水橋中部）上田　　勝（愛　宕）藤田　友子
（岩　瀬）日合　安郎（岩　瀬）中田　真人（岩　瀬）齋藤　　忠（大　山）加藤　正雄
（萩　浦）渡辺　一美（宮　川）広瀬　一雄（岩　瀬）岡山　睦子（岩　瀬）山田　孝雄

３名匿　名
○団体
富山市呉羽山老人福祉センター（桜谷）　 ユニー㈱アピタ富山店（蜷川）　 水晴会（水橋中部）
堀川南社会福祉協議会（堀川南）　 おおやま総合型スポーツクラブ（大山）
八尾町茶道裏千家宮田社中更紗会（八尾）　 ユニー㈱アピタ富山東店（広田）　 婦中大橋料金所ＯＢ会（婦中）

今田　貴志○個人物 品 預 託
新庄北社会福祉協議会（新庄北）　 日立グループ親切会（愛宕）○団体
富山セントラルライオンズクラブ（八人町）　 　　　　　匿名１件

【税制上の優遇措置】
　富山市社会福祉協議会は、税額控除対象法人としての証明を受けており、本会への寄附金は確定申告によって、所得税の寄附
金控除（又は税額控除）及び市・県民税の寄附金税額控除の双方の適用が受けられます。 

★★「あゆみの郷」から感謝のメッセージが届きました！
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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。

心配ごと相談所のご案内

Ｑ：ときどき「社協（しゃきょう）」って聞くけど、何のことけ？
Ａ：「社協（しゃきょう）」とは、「社会福祉協議会」の略です。
　　「社会福祉協議会」とは「住み慣れた地域で安心して、生きがいを持って健やか
に暮らしたい」という皆さんの願いをかなえるために、福祉活動を行っています。
　　社会福祉協議会は、住民の皆さんが互いに協力し合い、地域の問題を把握して解
決できるよう支援する、公共性・公益性の高い民間の非営利団体です。

ふくしの　　　　コーナー　　これちゃなんのこと～？

【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２５年８月～平成２５年１０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）

８／２・９・２３・３０

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 ９／６・１３・２０・２７

１０／４・１１・１８・２５

１３：３０～１５：３０
（電話にて予約）

８／１　９／５　１０／３８／１　９／５　１０／３呉羽会館（呉羽）
緯４３６－５１７１呉羽地区

８／８　９／１２　１０／１０８／８　９／１２　１０／１０岩瀬公民館（岩瀬御蔵町）
緯４３７－９７１５北部地区

８／２２　９／１９　１０／１７８／２２　９／１９　１０／１７水橋西部公民館（水橋辻ケ堂）
緯４７８－１１３１水橋地区

８／２６　９／３０　１０／２８

１３：３０～１６：００

８／１・８・２２・２９
大沢野健康福祉センター（春日）

緯４６７－１２９４大沢野支所 ９／５・１２・１９・２６
１０／３・１０・１７・２４・３１

８／６　９／３　１０／１
８／２・９・２３・３０

大山地域市民センター（上滝）
緯４８３－４１１１大山支所 ９／６・１３・２０・２７

１０／４・１１・１８・２５

８／２１　９／１１　１０／９８／７・２８　９／４・２５　１０／２・２３
八尾健康福祉総合センター

（八尾町福島）
緯４５４－２３９０

八尾支所

８／５・１９　９／２・３０　１０／７・２１西保健福祉センター（婦中町羽根）
緯４６９－０７７５婦中支所

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

富山市ボランティアセンター 緯４２２－２４５６　FAX４２２－２６８４

本所

　皆様のこころ温まるいい話を１２０文字以内でお寄せ下さい。（ハガキ又はファクス）
　この紙面で随時紹介させていただきます。（送付先は下記 本所 広報担当まで） ○さ 

　先日、踏切を渡る男子中学生５人に車を停車して道を譲りました。一番後ろの生徒が振り返って大きな声で
「ありがとうございました！」と頭を下げました。わたしの心が温かくなりました。

樺樺樺樺樺樺●●●●●●●●あ っ た か コ ー ナ ー


