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　サロンのきっかけは、地区社協だより「おし
やい」に、昨年生まれた赤ちゃん親子を「野積
の宝」として掲載したところ、「会ってみたい、
皆で集まれば」という声があり、仲間同士で集
まるようになりました。
　地区内で子育て真っ最中のお母さん方が、「お
ひさまの会」と名づけ、クリスマス会や誕生会・
節句祝い、流しそうめんなど季節の行事を通じ
て、子育ての悩みを話し合っています。地域住
民の方々と餅つきも行い、地区社協では、行事の
お手伝いや、情報交換を行って支援しています。

子育てサロン奮闘中　『おひさまの会』

野積地区：人口８１０人、３４８世帯、高齢化率４１．１１％
（平成２７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。
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 野  積 地区社会福祉協議会
の づみ

　２００３年４月にスタートした点訳サークルです。
現在、４９名で活動し、普段は自宅で点訳されてい
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ボランティボランティアア
活動紹介活動紹介★★

ますが、月２回の例会、月１回の勉強会、年１回の研修会等、
情報交換や点訳技術の向上に努められています。
　視覚障害者の方から依頼を受けた本や資料、会員が選んだ本
の点訳も行い、作成したデータは点字情報の全国ネットワーク
「サピエ図書館」に登録し、全国のサピエ会員に提供されます。
　小学生対象の点字教室、ボランティアセンター主催の「点訳
講座」や「福祉の講師派遣事業」の講師も務められています。
また、この「ふれあいネットワークとやま」も点訳され、視覚
障害者の方へ送ってもらっています。 （代表／曲渕美菜子さん）

第１６回『やさしい福祉

のまちづくり賞』大賞

を受賞されました
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　富山市おもちゃ病院では、ボランティアの「お
もちゃドクター」がこわれたおもちゃの診察と
修理を行っています。お気軽にご来院ください。

お 知 ら せ

開 院 日：毎月第２、第４土曜日　午前１０時～正午
開院場所：富山市総合社会福祉センター１F（今泉８３－１）
対　　象：機械仕掛けのおもちゃ。
　　　　　ただし、ぬいぐるみは修理できません。
費　　用：原則無料ですが、部品代がかかった場合は実費

をいただくことがあります。
そ の 他：状態によっては入院していただきま

す。
問い合わせ先：富山市ボランティアセンター

TEL４２２－２４５６
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ボランティア登録すると、いいこといっぱい！
①　活動先を紹介します。
②　活動保険の掛金を助成します。
③　活動に必要な機材、備品購入のための助成金情報を提供
します。
④　活動のために使用する会議室をお貸しします。
⑤　交流会、講演会の情報をご案内します。
⑥　ふれあいフェスタなどで活動をＰＲできます。

　富山市ボランティアセンターにはたくさんのボランティアグループや個人の方々が登録されていますが、
様々な活動の依頼に応じるには、まだまだボランティアが足りない状況です。
　今、活動中の方はもちろん、ボランティア活動を始めたい方もぜひボランティア登録をお願いします!!

ハーティ
富山県ボランティア
活動マスコットマー
クです。

ボランティボランティアア
センタセンターー
登録者募集登録者募集中中

問い合わせ先：富山市ボランティアセンター　　TEL４２２―２４５６
ホームページアドレス：hyyp://www.toyamacity-vc.jp/

前号に引き続き、地域福祉活動計画（平成２７年度～平成３１年度までの５か年）の基本目標や重点事業をご紹介いたします。

住み慣れた地域で安心して生きがいを持って暮らせるように、市社協の機能を充実し、必要な人に必要なサービ
スが適切に提供できるように努めます。
重点施策（１）相談支援体制づくりを進めます。
　内　容　●総合相談窓口の設置・生活困窮者自立支援事業の実施
　　　　　　　多様な生活課題を抱える生活困窮者（経済的な問題のみならず、精神的な問題、家庭の問題、健

康上の問題など）の相談をワンストップで受け止め、課題を整理し、関係機関・団体との調整を行
うなど本人の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援を行います。また、地域で潜在化している
様々な生活課題に対して早急な対応ができるよう、専門職が地域へ出向き適切な支援へと繋げます。

　　　　　○その他　日常生活自立支援事業、福祉後見サポート事業、心配ごと相談事業など
重点施策（２）自分らしく暮らせる仕組みづくりを進めます。
　内　容　●長寿ふれあいセンター運営事業
　　　　　　　高齢者の方々が生きがいを持って暮らすことができるよう、講座の開催や趣味活動（同好会）の

支援を行います。趣味活動や社会貢献活動に関する情報の収集及び提供を行います。
　　　　　○その他　いきいきクラブ事業、お買物バス事業など

基本目標③安心して暮らせるまちづくりの推進
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平成２７年度社会福祉活動助成金を交付しまし平成２７年度社会福祉活動助成金を交付しましたた平成２７年度社会福祉活動助成金を交付しまし平成２７年度社会福祉活動助成金を交付しましたた平成２７年度社会福祉活動助成金を交付しました

金 銭 預 託
○個人

（草　島）岩田　哲也（岩　瀬）上野　隆一（岩　瀬）犬嶋　幹夫（清水町）山口　康弘
（水橋西部）石川　了英（萩　浦）高木　　洋（愛　宕）谷川　　勉（新　保）萩野　信一
（福　沢）中土　久雄（速　星）吉野　清和（岩　瀬）加賀宮　渉（岩　瀬）犬島荘一郎
（音　川）五十嵐　昇（野　積）小西　陽一（呉　羽）湊　　朋江（宮　川）温井　昭典
（宮　川）藤塚　請百（神　保）野原　邦博（速　星）髙野　冷子（宮　川）坪井　勝美

６名匿　名（奥　田）荻田　　勇（上　滝）城野　勝信
○団体
堀川南病院ボランティア（堀川南）

今田貴士（山　室）　 匿　名１名○個人物 品 預 託
越中八尾ロータリークラブ（八　尾）○団体

【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
域福祉活動に活用したり、社会福祉施設や団体にお渡ししたりするなど、社会福祉活動の向
上に大きく貢献しています。
　平成２７年５月～６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

　平成２６年度富山市愛と誠銀行に「社会福祉事業へ」と寄せられた寄附金は、各種団体の福祉活動を支援するた
めに活用させていただきます。助成団体は次のとおりです。
※４月～５月に福祉事業の公募を行い、次の３１事業へ総額１９１万円を助成しました。

助成額（円）対象事業助成団体助成額（円）対象事業助成団体

４４，０００傾聴・ヨガセラピー事業スマイル＊スマイル９０，０００子育て支援サークル熊野校下
社会福祉協議会

５０，０００３世代交流大作戦
（パークゴルフ大会）

八尾地区
老人クラブ連合会３６，０００藤ノ木いきいき健康講座藤ノ木校下

社会福祉協議会

３５，０００LGBT支援者交流会・講演会レインボーハート
富山７３，０００八幡校下介護予防

ふれあいフェスタ
八幡校下
社会福祉協議会

７２，０００役員研修会富山市身体障害者
福祉協議会５２，０００総曲輪地区もちつき大会

（世代間交流）
総曲輪地区
社会福祉協議会

１１，０００社会参加・体験事業こばと会（富山市
障害者（児）父母の会）６４，０００ひろたのつどい

（世代間交流）
広田校下
社会福祉協議会

９０，０００音楽療法・作業療法学習会線維筋痛症
北陸患者会虹の架橋８６，０００いのちのバトン事業奥田校下

社会福祉協議会

２８，０００高齢者交流事業トミタンふれあい
GP活動班５４，０００第５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

４０，０００「ありがた家９周年感謝祭」
開催事業

ＮＰＯ（特定非営利活動法人）
ありがた家１００，０００いのちのバトン事業大広田校下

社会福祉協議会

５０，０００手と手のふれあい事業
（障害者交流事業）

ＮＰＯ（特定非営利活動法人）
大きな手小さな手８８，０００第３回やすうち地区

福祉フォーラム
保内地区
社会福祉協議会

８６，０００チャレンジ事業
「タンデム自転車を体験しようⅥ」

富山市
視覚障害者協会７６，０００地域包括ケアシステム

先進地交流研修会
神保地区
社会福祉協議会

３６，０００障害者閉じこもり防止事業大沢野
身体障害者協会９０，０００地区民児協活動事業

（研修会、講演会）
富山市民生委員
児童委員協議会

８２，０００わいわい・ほのぼのコンサート
（障害者交流事業）富山サンウェーブス９０，０００平成２７年度歩行訓練

（機能訓練事業）
富山市
身体障害者協会

３５，０００研修会（成年後見制度勉強会
グループホーム見学会等）

富山市
手をつなぐ育成会５０，０００ベビーフェスティバル

（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

６２，０００富山市戦没・戦災死者追悼式富山市遺族会４３，０００地区座談会富山市聾唖福祉協会

２７，０００研修会（笑顔の相続）富山市母子寡婦
福祉連合会９０，０００理事研修事業・事業活動富山市児童クラブ

連絡協議会

１，９１０，０００合　　　計８０，０００保育実技研修・研究部会
報告会及び講演会富山市保育連盟
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会　場日　時内　容イベント名
グランドプラザ
（総曲輪）

９月１９日土
１０：００～１５：００

福祉団体の紹介、ステージショー（和太鼓など）
飲食、手作りおもちゃ、クイズラリーなど

富山市民
ふれあい広場

八尾健康福祉総合センター
（八尾町福島）

９月１９日土
１０：００～１４：００

福祉団体の紹介、福祉用具の展示
飲食、くじ引きなど

やつおふれあい
フェスティバル

福祉プラザ・
ウィンディ前広場（春日）

１０月４日日
１０：００～１５：００

介護相談・福祉施設の紹介、福祉用具の展示
飲食、スーパーボールすくいなど

すこやか樺
ふれ愛フェア

上滝中央商店街１０月１０日土
１１：００～１４：３０射的、輪投げ、バルーンアート、綿菓子作り、手話体験など大山ふれあい

開運まつり
西保健福祉センター
（婦中町羽根）

１０月１７日土
１０：００～１４：００

福祉ゾーンめぐり、よさこい、飲食
竹灯篭・募金箱作成など手作り遊び

ふれあい広場
in婦中

ととととととととととととととととややややややややややややややややまままままままままままままままま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後後後後後後後後後後後後後後後後見見見見見見見見見見見見見見見見ササササササササササササササササポポポポポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーー～～～～～～～～～～～～～～～～成成成成成成成成成成成成成成成成年年年年年年年年年年年年年年年年後後後後後後後後後後後後後後後後見見見見見見見見見見見見見見見見相相相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談談談ののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内内内内内内内とやま福祉後見サポートセンター～成年後見相談のご案内～～～～～～～～～～～～～～～～～

問い合わせ・申込先場所開催日時

☎４２２－３４１４ 
※予約は、開催日の２日前までに
お申し込みください。

富山市総合
社会福祉センター 
（今泉）

毎月第２木曜日１３：００～１５：３０ 
・９月の相談日は、１０日 
・１０月の相談日は、８日 

※開催日が祝日の場合は、第３木曜日に変更します。

専門家による 
成年後見相談 
（予約制）

　成年後見制度の理念
や基礎的な知識を習得
し、判断能力が十分で
はない方の生活を身近
な立場で支援する「市
民後見人養成講座」を
開催いたします。

福 祉 の
イ ベ ン ト

楽しいイベント
がたくさん♥
♪お待ちしてい
ます♪

詳細については、富山市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。（http：//www.toyamacity-shakyo.jp/）

日　　時：９月１６日水・１７日木・１８日金・２４日木・２５日金・２９日火・３０日水
　　　　　１０月１日木・２日金　全９回（２９時間）
　　　　　各回１３：３０～１６：４５（最終回１０：００～１６：００）
場　　所：富山市総合社会福祉センター（今泉８３－１）
対　　象：次の①～④のすべてに該当する方
　　　　　①市内在住の２５歳～７０歳未満
　　　　　②社会貢献意識が高く、福祉活動に理解がある方
　　　　　③後見人として活動を希望される方（第三者後見人受任者、後見業務

の養成研修を有する団体に所属している方を除きます。）
　　　　　④原則、すべての講座を受講できる方
人　　数：３０人（応募多数の場合は抽選）
申込方法：９月７日月までに、講座名、住所、氏名、年齢、電話番号をハガキ、

FAXまたは電話で富山市社会福祉協議会（〒９３９－８６４０今泉８３－１）へ。
費　　用：無料（教材費別途必要）
問い合わせ先：富山市社会福祉協議会　☎４２２－３４１４　FAX４２２－２６８４

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

市民後見人養成
講座のご案内

☆認知症、知的障害、精神障害などにより、物事を判断する能力が十分でない方や今後そのおそれのある方の
権利や財産などの問題に対しての助言や成年後見制度についてのご相談をお受けします。


