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「笑顔いっぱいのひと時をすごしました」
　７月２日㈯、市立藤ノ木公民館にて「三世代交流け
ん玉教室」を開催しました。
　親と子、祖母と孫、幅広い年代の方に参加していた
だきました。講師の富山大学人間発達科学部客員教授
で、日本けん玉協会富山支部長でもある寺西康雄先生
から、基本の持ち方やひざの使い方などを教えてもら
いました。
　その後、けん玉道入門編と級別ワザに挑戦しました。
ひとつずつ出来るととてもうれしく、子どもたちはす
ぐに上達し、大人たちは童心に帰り、共に楽しいひと
時をすごしました。終了後は、参加者全員に認定証を
いただきました。

藤ノ木地区：人口１５，３５０人、６，１３６世帯、高齢化率２４．５２％
 　　　　　　　　　　　　　　 （平成２８年６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。

「障害のある人の人権を尊重し、共に輝く地域づくり」
　当会では、毎年７月に大庄コミュニティセンターに
て「地域福祉講演会」を開催しています。平成２６年度
は「ふれあい　見守り地域で育てるこどもたち」、２７年
度は「脳卒中ってどんな病気？」と「介護保険制度の
ポイント」、今年は、７月３日㈰に「障害者差別解消
法」と「富山型デイサービス」をテーマに開催いたし
ました。
　また、大庄地区には、ふれあい健康づくりを目的と
したいきいきサロンが１３か所で開催されています。身
近な小地域での福祉活動が求められており、今年度は
新規事業として、介護教室や介護予防教室を計画して
います。

大庄地区：人口５，２３４人、１，７９５世帯、高齢化率２４．３９％
 　　　　　　　　　　　　　　 （平成２８年６月末現在）大庄地区社会福祉協議会

藤ノ木校下社会福祉協議会
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私たちが地域のボランティアサポーターです

名　前地区名名　前地区名名　前地区名名　前地区名
八尾地域斉　藤　泰　夫呉　　羽平　野　孝　吉浜 黒 崎富山地域
北　野　久　恵八　　尾頭　川　泰　昭長　　岡大　懸　範　恵針　　原中　村　純　子総 曲 輪
竹　林　美佐子保　　内南　　　美惠子寒　　江青　木　俊　輔

豊　　田
武　内　智都子愛　　宕

大　野　高　子杉　　原堀　井　明　彦古　　沢長　谷　　　正谷　　　栄　子安 野 屋
竹　内　美恵子卯　　花山　下　　　明老　　田大　井　不二子

広　　田
飯　田　清　剛八 人 町

松　井　優　子室　　牧南　　　マサ子池　　多丹　保　信　子細　川　真紀子五 番 町
寺　家　真理子黒 瀬 谷高　柳　　　昇水橋中部榊　原　憲　子

新　　庄
小　林　美樹雄柳　　町

山　本　順　子野　　積田　中　　　緑水橋西部牧　野　弘　子山　岸　洋　子清 水 町
髙　林　眞喜子仁　　歩石　田　美津枝水橋東部砂　田　麻　子

新 庄 北
庄　司　美智子星 井 町

塚　原　　　隆大 長 谷立　花　節　子三　　郷岡　田　朝　子磯　野　滋　子西田地方
婦中地域調整中上　　条北　岡　宏　紀

藤 ノ 木
深　山　敏　子

堀　　川
槻　　　光　世

速　　星
五十嵐　芳　雄

光 陽
新　田　涼　子木　本　直　子

多保田　恵　子瀬　川　潤　子永　井　　　烈
山　　室

日南田　泰　弘
堀 川 南

西　田　富美子
鵜　　坂

大沢野地域正　満　秀　敏山　本　昌　子
野　村　正　子村　田　多真美下タ南部尾　近　　　隆

山室中部
加　藤　眞　也

東　　部
菱　谷　和　子朝　　日中　島　悦　子下タ北部長　島　俊　成福　井　憲　夫
藤　井　憲　子宮　　川北　山　康　子小　　羽中　島　智　子太　　田竹　嶋　一　恭

奥　　田
吉　野　せ　つ婦中熊野林　　　悦　子船　　峅高　木　きみえ

蜷　　川
有　澤　健　一

藤　塚　千恵子古　　里吉　田　貴美恵大沢野南部近　藤　摩　美酒　井　久　枝
奥 田 北

谷　　　千栄子音　　川豊　島　八重子大沢野北部高　倉　　　勇新　　保内　田　哲　夫
藤　井　　　薫神　　保島　田　ひとみ大 久 保岡　本　友　治熊　　野倉　谷　　　晃桜　　谷
山田地域大山地域井　上　淑　江月　　岡林　　　千恵子

五　　福
山　﨑　登志子山　　田吉　田　悦　子上　　滝齊　藤　美香子四　　方永　森　敬　子
細入地域高　尾　節　子大　　山和　田　悦　子八　　幡内　山　　　登神　　明
下　坂　照　子細 入長　田　栄　子大　　庄草　野　悦　子草　 島飯　野　昌　作岩　　瀬

古　谷　真由美福　　沢酒　井　久　雄倉　　垣吉　田　　　進萩　　浦
土　田　和　夫呉　　羽金　谷　伸　子大 広 田

〔ボランティアサポーターはこんな方です〕
　富山市社会福祉協議会では地区社会福祉協議会から推薦のあった方をボランティアサポーターに委嘱し、地域
でのボランティア活動推進役として活動していただいています。
　ボランティアサポーターは、「ボランティア活動をしてみたい人」や「すでにボランティア活動に参加してい
る人」に、自分自身のボランティア体験を活かして、身近なところでボランティア活動に参加できるように働き
かけ、ボランティア活動が地域で活発に行われるように地域住民に啓発する人です。

（任期：平成２８年６月から３０年５月まで）

熊本地震の救援に職員を派遣しました熊本地震の救援に職員を派遣しました。。
　熊本地震の発生に伴い、被災地では甚大な被害を受けています。
　熊本市社会福祉協議会でも災害ボランティアセンターを立ち上げ、地域住民の
生活ニーズの把握や、救援活動に参加するボランティアの調整等に取り組んでい
ますが、対応する職員が不足していることなどから、富山市社会福祉協議会では、
５月３１日～６月４日、６月１０日～１４日の期間に１名ずつ職員を派遣しました。
　活動内容は、熊本市北区での生活ニーズの発掘、調査や、災害ボランティアセ
ンターの運営協力を行いました。
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金 銭 預 託
○個人

（愛　宕）塚田　　君（草　島）打田　和慶（清水町）戸田　悦子（清水町）山口　康弘
（四　方）小杉　林盛（四　方）遠藤　敏夫（岩　瀬）放生　　孝（神　明）庄司　裕美
（萩　浦）黒田　敏雄（草　島）内野　正義（岩　瀬）若宮　綾江（愛　宕）関　　秀一
（野　積）田中　明代（古　里）西田　　均（愛　宕）四十物秀紀（八　幡）神戸寿々代
（針　原）澤田　浩吉（音　川）荒井まさ子（神　保）蔵野コトエ（柳　町）山下美喜恵
２　名匿 名　（岩　瀬）大野とも子（奥　田）荻田　　勇（音　川）五十嵐かづ子

物 品 預 託
○個人

（山　室）今田　貴士
○団体
北陸銀行電気ビル支店（八人町）　 越中八尾ロータリークラブ（八　尾）　 匿名　１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２８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２７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。助成団体は次の通りです。
　※４月～５月に福祉事業の公募を行い、次の３４事業へ総額１，９７８，９６０円を交付いたしました。

平成２８年度社会福祉活動助成金を交付しました平成２８年度社会福祉活動助成金を交付しました。。平成２８年度社会福祉活動助成金を交付しました平成２８年度社会福祉活動助成金を交付しました。。平成２８年度社会福祉活動助成金を交付しました。

助成額（円）対象事業助成団体

７０，０００チャレンジ事業「タンデム自転車を体験しようⅦ」富山市視覚障害者協会

６０，０００医療講演会・相談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

３９，０００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

７０，０００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

５５，０００LGBT（性的少数者）同士の交流お茶会事業レインボーハート富山

３０，０００子育て支援親子サークルかがやきキッズ

４０，０００子育てをテーマにした２０周年記念講演会良書をすすめる会

４０，０００手と手のふれあい事業（障害者交流事業）NPO法人大きな手小さな手

８７，０００さをり事業（障害者支援事業）NPO法人にぎやか

７７，０００里山散策・合同リハビリツアー
２０１６

リハビリ型デイサービス
とやま連絡協議会

７２，０００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

８８，９６０認知症カフェ事業婦中とまり木の会

４４，０００傾聴・ヨガセラピー事業スマイル*スマイル

８５，０００ボランティア活動に必要な機材整備活動写真クルーズ

１００，０００ボランティア活動に必要な機材整備プアプア・マハロの会

１，９７８，９６０合　　　計

助成額（円）対象事業助成団体

５０，０００ふれあいもちつき大会（世代間交流）総曲輪地区社会福祉協議会

５０，０００いのちのﾊ゙ﾄﾝ事業清水町地区社会福祉協議会

５０，０００いのちのﾊ゙ﾄﾝ事業大広田校下社会福祉協議会

２４，０００けん玉教室（世代間交流）藤ノ木校下社会福祉協議会

５０，０００そば打ち体験三世代ふれあい交流事業蜷川校下社会福祉協議会

５０，０００子育て支援サークル熊野校下社会福祉協議会

５０，０００介護予防ふれあいフェスタ八幡校下社会福祉協議会

５０，０００第６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

５０，０００少子化対策を考えた婚活支援事業呉羽地区社会福祉協議会

２０，０００高齢者・要介護者世帯交流支援事業古沢地区社会福祉協議会

５０，０００第４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

３６，０００地区座談会富山市聾唖福祉協会

７０，０００理事研修事業・事業活動富山市児童クラブ連絡協議会

１００，０００親子ふれあい陶芸教室富山市母子寡婦福祉連合会

７０，０００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

７０，０００平成２８年度歩行訓練（機能訓練事業）富山市身体障害者協会

４２，０００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

７０，０００役員研修会富山市身体障害者福祉協議会

６９，０００富山市戦没・戦災死者追悼式富山市遺族会

熊本地震義援金のお知らせ（敬称略・順不同）
◆熊本地震義援金（被災者に直接配分されます。）八尾中学校生徒会１４，７３１円、室牧地区社会福祉協議会１７，８８６円、星
井町地区社会福祉協議会４３７，０００円、呉羽地区社会福祉協議会５０，０００円、呉羽自治振興会１００，０００円、富山市保護司
会４０，３１２円、社明富山市推進委員会２４，７６８円、牛島新町町内会２０，０００円、山室校下自治振興会１００，０００円
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （共同募金７月末受付分）
※義援金総額３，７５９，１２０，０００円（６月３日現在）の約８３．２％がすでに配分されています。熊本県ホームページより抜粋
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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
（山田中核型地区センター内）

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

会　場日　時内　容イベント名

グランドプラザ（総曲輪）９月１７日㈯
１０：００～１５：００

福祉団体の紹介、ステージショー（チアリーディングなど）
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１７日㈯
１０：００～１４：００

福祉団体の紹介、福祉用具の展示、ボランティア活動体験発表
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）

９月２５日㈰
１０：００～１５：００

飲食、スーパーボールすくい
介護相談・福祉施設の紹介、福祉用具の展示など

すこやか♥
ふれ愛フェア

上滝中央商店街１０月８日㈯
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、
健康相談など

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１５日㈯
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

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/）

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）

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

第２・４金曜日
１３：３０～１５：３０

第１・３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～）

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。
９月の相談日は８日木、１０月の相談日は１３日木です。

詳しい日程は、富山市広報毎月２０日号に掲載しています。

心配ごと相談所のご案内


