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福沢地区：人口１，００１人、４０７世帯、高齢化率３４．１７％
　　　　　　　　　　　　　（平成２７年９月末現在）

　福沢地区（大山地域）では、地区内７か所で「ふれあいサロン」
を年間６３回開催しています。
　こうしたサロンに参加されない方でも「何かのきっかけがあれば
参加しやすくなるのでは」と考え、１０月１８日㈰「ふくさわ祭り」を
開催しました。当日は、公民館をはじめ民生委員など、１０団体もの
方々に協力をいただき、幼児から高齢者の皆さんまで大勢が集い、
たくさんの笑顔とたくさんのボランティアで大盛況でした。
　こうしたイベントを通して、一人でも多くの方が「ふれあいサロ
ン」に足を運んでいただき、今後も「みんなで支えあう福沢」にな
るよう取り組んでいきたいと考えています。

『みんなで支えあおう』

福沢地区社会福祉協議会

ボランティボランティアア
活動紹介活動紹介★★
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　平成９年４月にスタートした読み聞かせグル
ープです。

　現在１５名で活動し、主に呉羽地区にある保育所や小学校など
で毎週活動しています。小学校では図書の修理を定期的に行い、
本の大切さやすばらしさを教えることで子どもたちに夢や希望
を与え、児童の健全育成に努めています。
　読み聞かせの他にも、物語を手作り指人形で劇にしたり、地
域の歴史や文化、民話を紙芝居にしたりするなど、表現方法も
工夫しています。紙芝居は、地域の皆さんへの伝承にも役立っ
ています。 　　　　　　　　　　　　　　 （会長／中林地榮子）
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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しています。

平成２７年度富山県

功労表彰を受賞さ
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　富山市福祉フェスティバルを１１月５日㈭、富山国際会議場において福祉
関係者等が一堂に会して開催しました。永年、富山市の福祉向上・発展に
多大な尽力をされた個人・団体の方々の表彰を行いました。
　表彰式後は、明橋大二氏の講演会と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みなさんによる発表が行われ、日ごろの練習成果
を披露していただきました。
　受賞者は次のとおりです。（敬称略、順不同）

富山市社会福祉協議会会長表彰授与の様子

富富富富富富富富富富富富富富富富山山山山山山山山山山山山山山山山市市市市市市市市市市市市市市市市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フフフフフフフフフフフフフフフフェェェェェェェェェェェェェェェェスススススススススススススススス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ババババババババババババババババルルルルルルルルルルルルルルルル222222222222222200000000000000001111111111111111富山市福祉フェスティバル20155555555555555555

社会福祉功労者　５名

小林里恵子（富山市視覚障害者協会）　 寺下　洋子（大久保）　 宮崎　周二（大沢野南部）

中野　愛子（下タ南部）　 星野　克己（広　田）

老人クラブ活動功労者　１１名

内山　久夫（愛　宕）　 寺田　行夫（西田地方）　 宗守　　彰（奥　田）　 阿波加孝作（奥田北）

大嶋　徳治（岩　瀬）　 中川　清吉（広　田）　 岩城　宗昭（太　田）　 宮腰ヒロ子（熊　野）

佐伯　昭則（八　幡）　 浅野　淳夫（光　陽）　 中村　義雄（細　入）

優良老人クラブ　１３団体

堀川町寿友会　　下新北町３区第２長寿会　　中島２丁目第１長寿会　　岩瀬福寿会寿和クラブ

新園町長寿会　　中川原台寿中会　　太田校下東部長寿会　　熊野校下第五長寿会　　八町長寿会

二口町長寿会　　大久保南部ちとせ会　　上滝第６福寿会　　大庄大寿会第４クラブ
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社会福祉功労者　９名

早川　英朗（総曲輪）　 越本美智子（萩　浦）　 北岡　宏紀（藤ノ木）　 浅野　紀夫（光　陽）

河畠　のぶ（大沢野北部）　 村上　太三（小　羽）　 新村　純子（保健推進員連絡協議会）

佐藤　圭子（食生活改善推進連絡協議会）　 大久保ハルイ（遺族会）

ボランティア功労者　

（個人の部）４名

今井　秀代（給食ボランティア）　 五十嵐久美子（給食及びサロンボランティア）

中川　亮治（保育園で礼儀作法、お茶の指導）　 藤岡　保子（デイサービスで見守り、製作活動など）

（団体の部）４団体

読み聞かせボランティア“ピノキオ”　 ハーモニカサークル「まんさく」　 和玲の会

VITAギタークラブ
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民生委員児童委員永年勤続　７名

中井　一夫（大広田）　 高田　範夫（藤ノ木）　 長谷　惠子（新　庄）　 桶谷　弘美（針　原）

柞山　　昭（宮　野）　 吉崎　壬卿（宮　野）　 金山千津子（上　滝）

保護司永年勤続　１０名

伊勢　　徹（西　部）　 三條　孝順（中　部）　 河原　順子（中　部）　 平井　智子（南　部）

加川國次郎（南　部）　 本庶　充之（呉　羽）　 榮　　君子（上新川）　 谷島　　弘（東　部）

上坂　　昇（北　部）　 石森　正二（婦　負）
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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９月～１０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

（岩　瀬）魚谷　　誠（萩　浦）境田　正信（岩　瀬）犬島荘一郎（清水町）山口　康弘
（岩　瀬）横井　　博（草　島）田中　政春（広　田）丹保　信子（岩　瀬）向山　　準
（呉　羽）横山　輝子（岩　瀬）山城　　渉（岩　瀬）九里　　勇（愛　宕）岡島　節雄
（音　川）清水　睦子（野　積）城越　　昇（蜷　川）吉田　節子（水橋中部）河合　幸弘
７名匿　名（倉　垣）中谷千恵子（奥　田）荻田　　勇（朝　日）橋本　重義

○団体
富山いきいきライオンズクラブ（堀川南）　 北陸労働金庫富山支店地域推進委員会（八人町）　
富山市民生委員児童委員協議会（堀川）　 富山交通安全協会山室中部地域支部（山室中部）　
真通寺門信徒一同（仁歩）　 ＴＯＹＡＭＡ歌謡連盟

今田　貴士（山　室）　 山下　忠男（細　入）○個人物 品 預 託
（公財）報知社会福祉事業団（東京都港区）　 うす和（八　尾）○団体
RKK牛島支部法輪クラブ（愛　宕）

【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。

　７月１２日㈰に富山市障害者福祉プラザで第１回「わいわいコン

サート」が開催されました。ミュージシャン２組の演奏が行われ、

知的障害者や身体障害者、家族など６０人が懐かしい歌に聞き入り

ました。演奏に合わせて歓声が上がり、車椅子から立ち上がり手

を振る人たちもいました。

　また、１１月８日㈰にも同施設で「ほのぼのコンサート」が行わ

れ「楽しかったわ」「このコンサートをずっと続けてね」など、

様々な感想が寄せられました。

　本当にありがとうございました。

ほのぼのコンサートの様子

富山サンウェーブス

「大盛況の障害者コンサート」
（障害者交流事業）
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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

富山市ボランティアセンター 緯４２２－２４５６　FAX４２２－２６８４

本所

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。（無料・秘密厳守）

心配ごと相談所のご案内

婦　中八　尾大　山大沢野水　橋北　部呉　羽中　央
西保健

福祉センター
（婦中町羽根）
緯４６９－０７７５

八尾健康福祉
総合センター
（八尾町福島）
緯４５４－２３９０

大山地域市民
センター（上滝）

緯４８３－４１１１

大沢野健康
福祉センター
（春日）
緯４６７－１２９４

水橋西部公民館
（水橋辻ケ堂）

緯４７８－１１３１

岩瀬公民館
（岩瀬御蔵町）

緯４３７－９７１５

呉羽会館
（呉羽）

緯４３６－５１７１

総合社会福祉
センター（今泉）

緯４２２－３４１４

場
所
・
申
込

第１、３月曜日
１３：３０～１５：３０

第１、４水曜日
１３：３０～１５：３０

毎週金曜日
１３：３０～１５：３０

毎週木曜日
１３：３０～１５：３０

第３木曜日
９：３０～１５：３０

第２木曜日
９：３０～１５：３０

第１木曜日
９：３０～１５：３０

毎週月・水・金曜日
９：３０～１５：３０

心
配
ご
と

第２水曜日
１３：３０～１５：３０

予約制

第１火曜日
１３：３０～１５：３０

予約制

第４月曜日
１３：３０～１５：３０

予約制

第３木曜日
１３：３０～１５：３０

予約制

第２木曜日
１３：３０～１５：３０

予約制

第１木曜日
１３：３０～１５：３０

予約制

毎週金曜日
１３：００～１５：３０
予約（開催日の
前日９：３０～１５：００）

法
　
　
律

☆心配ごと相談…日常生活上のあらゆる問題（家族、生計、財産、離婚、高齢者福祉等）に対して助言を行います。民生委員児童委員等が相談員となって
いますが、相談者のプライバシーは必ず守りますので、安心してご相談ください。

☆法律相談………法律に関する相談（財産、相続、家族、法律等）に、弁護士が対応いたします。

☆専門家による成年後見相談
　　　　　………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、そのおそれのある方の権利や財産の問題に対して専門

家が相談を受け、助言いたします。
　　　　　　　　１月の相談日は１４日㈭、２月の相談日は１８日㈭です。

詳しい日程は、富山市広報毎月２０日号に掲載しています。

除雪ボランティア『おらっちゃ雪かき隊』隊員募集
住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、除雪ボランティアを募集します。

ひとり暮らし高齢者等のお宅の雪かきを行います。
あなたも一緒にボランティア活動しませんか!!

＊除雪ボランティアの活動……市内のひとり暮らし高齢者や障害者宅
＊活動内容……玄関先から生活道路までの除雪（安全に歩行できる範囲）
＊活動時間……おおむね　９：００～１５：００
＊活動までの流れ……
　①登録申込書に必要事項を記入し、最寄りのボランティアセンターへ提

出してボランティア登録を行う。（ＦＡＸ、郵送、メールいずれも可）
　②ボランティア登録後、ボランティアセンターの依頼に応じて、ボラン

ティアの都合のよい日時を調整し活動。
＊募集期間……平成２８年２月１９日まで
＊申込み及びお問い合わせ先……市ボランティアセンター（今泉８３－１）
　　　　　　　　　　　　　　　電話４２２－２４５６
　　　　　　　　　　　　　　　FAX４２２－２６８４

ホームページアドレス：http://www.toyamacity-vc.jp/

●●●●●●●●●●ボ ラ ン テ ィ ア 情 報 広 場
婦中社会福祉センター
－休館のお知らせ－
　婦中社会福祉センターが
温水ヒーター更新工事のた
め下記のとおり休館します。
皆さまには、大変ご迷惑を
おかけいたします。

休館：平成２８年１月１２日㈫
～２月１９日㈮の間

（お問い合わせ）
婦中社会福祉センター
（婦中町上轡田２８７）
電話４６６－２１６１


