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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を財源に発行しています。

【今後の開催予定】
３月１３日㈫　１０時～
◆絵本を楽しもう！
３月２２日㈭　１０時～
◆おしゃべりパーティ

富山地域

　第２火曜日、第４木曜日の毎月２回、西田地方公民館から親子のにぎや
かな笑い声が聞こえてきます。「子育てしている親子が集まる場所が身近に
あったらいいのにな」という声を受けて、平成２８年１月より西田地方校下
マイスター連絡会※が中心となってちびっ子サークル「すくすく会」が発
足しました。

　発足当時から西田地方校下社協の支援により、民生委員や保健推進員、中央
保健福祉センターの保健師が開催をお手伝いしています。

　公民館前のプランターで育てた野菜を使ったおやつ作り、親子で浴衣着付
け講習会、夏まつりやクリスマス会、お正月遊びなど季節に応じた楽し
い活動や校下ふれあい文化祭では、親子で手形アート作品を出展してい
ます。
　毎回１０組前後の親子が集い、仲間づくりの場、育児の相談など気軽に
おしゃべりできる場となっています。

西田地方校下：人口６，３６９人、２，９６６世帯、高齢化率３１．２３％
（平成２９年１２月末現在）

●●●●●●●●●●●●西 田 地 方 校 下

※マイスターとは
「富山市健康まちづくりマイスター」のこと。地域住民の皆さんが、長く安心
して暮らせる健康なまちづくりを推進するための人材のことを指します。
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市ボランティアセンター

ボランティア活動に関する相談窓口です。
●ボランティア情報提供や活動先の紹介　●ＮＰＯ、ボランティア団体等の活動支援
●ボランティア入門講座の開催　などを行っています。

ボランティア
センターとは？

あなたもボランティアセンターに登録しませんか？

ボランティア活動の魅力
　老若男女、いろいろな人とさまざま
な「出会い」があり、知らなかった
世界で新しい発見や学びのチャンス、
やりがいと充実感が得られます。
　ボランティア活動は、豊かで潤いの
ある社会づくりにつながります。

①ボランティア活動保険の掛金３５０円のうち、１８０円を助成！！

②活動に必要な機材・備品購入のための助成金情報を提供
③活動のための情報提供、活動先の紹介
④活動のために使用（練習や会議など）する場所が低料金で使用
可能

⑤ボランティアに関する講演会、活動者同士の交流会の開催を案内
⑥毎年開催される社協主催のイベント「ふれあい広場」でのＰＲ
活動

問い合わせ先 ●TEL４２２ー２４５６／FAX４２２ー２６８４
●ホームページもございます。「富山市ボランティアセンター」で検索してください。

　ボランティア活動保険は、活動中のケガや損害賠償責任を補償す
る保険です。万が一のため、加入をお勧めします。

登録すると、いいこといっぱい！　～６つのメリット

ハーティ
富山県ボランティア活動マスコット

赤い羽根　共同募金
　平成２９年１０月１日から１２月３１日までの期間、戸別募金を
はじめ、街頭募金、イベント募金、学校募金等を通じて多
くの皆さまから募金をお寄せいただき、ありがとうござい
ました。

鵜坂小児童によるファボーレでの街頭募金

　平成３０年１月１０日㈬、オークス株式会社（中島４－２－１４）人事総務部
取締役部長　田島哲也　様が来訪され、赤い羽根共同募金に４１，３０２円を寄附
されました。
　社会貢献活動の一環として行われ、社内での募金活動をはじめ、各支社
の窓口に募金箱を設置して集められたものです。
　ありがとうございました。

募金額
（平成２９年１２月末現在）

　皆さまからお寄せいただいた募金は、県共同募金会を通じて、県内・
市内の福祉団体に助成されるほか、「子育てサロン」や「障害者の自立支
援」など身近な福祉活動に活用されます。

４５，２５２，１０８円

赤い羽
根

レポー
ト

「ご寄附ありがとうございます！「ご寄附ありがとうございます！」」「ご寄附ありがとうございます！「ご寄附ありがとうございます！」」「ご寄附ありがとうございます！「ご寄附ありがとうございます！」」
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　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２９年１１月～１２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）愛と誠銀行　報告
金 銭 預 託
○個人

（水橋中部）髙瀬　博司（新　保）植野　重則（愛　宕）朝日奈匡則（清水町）山口　康弘
（四　方）早川　俊一（愛　宕）菊川　信行（神　明）金森　真二（草　島）板倉　京子
（岩　瀬）中村　隆則（五　福）木村えつ子（五　福）塩田　　繁（五　福）山田　圭蔵
（朝　日）中田　英一（堀川南）村　　順郎（草　島）田畠　啓子（新　保）高石　靜子
（音　川）五十嵐和男（宮　川）池内美智子（上　滝）塚田　　真（山室中部）久郷　正昭

匿名４名（杉　原）高杉　重雄（野　積）川西　直司
〇団体
人形の緋富会（岩瀬）　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）　ポコ・ア・ポコ（新庄北）
野積地区社会福祉協議会（野積）　がちょうの会（杉原）　富山県東部アマチュアマジシャンズクラブ（堀川）
北陸労働金庫富山南支店地域推進委員会（蜷川）　宗教法人真如苑（新庄）　ANAクラウンプラザホテル富山（総曲輪）
北陸電力㈱富山火力チャリティー委員会（草島）
〈以下すべて五福〉ポレール　㈲アーム興産　北陸銀行五福支店　かまどやニュー球場前店
㈱富山第一銀行五福支店　㈱ミタホーム五福営業所　ローソン富山大学前店　増山電業㈱
マルナカ住宅設備㈱　学校法人北日本自動車学校　エヌトラベル㈱　山崎歯科クリニック　西尾薬局フローラメディカ
富山環境整備㈱　加藤歯科医院　ローソン富山大学西門前店　ファミリーマート五福店　西田幸樹園㈱　岡山鮮魚店
はやしクリニック　金屋すばる薬局　㈱ライフサービス　たかた歯科医院　㈲ミサワデンキ　㈲信地所　美容室ソニア
ひぐち小児科クリニック　㈲山口木材　浅地内科医院　㈲山村商事　中村商会㈲　ホテルエル　五楽旅館　飴谷商店
富山銀行五福支店　ショッピングセンターアリステナント会　倉谷正一事務所　西能病院　下野新壮寿会　匿名１団体
物 品 預 託
○個人
杉森　　章（保内）　小林　昭男（大広田）　匿名２名
○団体
北陸銀行呉羽支店（呉羽）　富山市母子寡婦福祉連合会（堀川）　RKK法輪クラブ南支部（愛宕）　
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）
なのはな農協青年部１５２名、なのはな農協女性部４４６名（豊田）

【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。

善意のひろば

　心と身体の性別に違和感がある、同性の人が恋愛対象などのLGBTの皆さん
は、普段の生活に支障を感じていたり、偏見や差別を恐れていたり、自分を表
現できない人が多くおられます。
　そんなLGBTの皆さんが集まれる交流会を、年３～４回開催しています。１２
月のクリスマス会では、お菓子や飲み物をいただきながら、悩みの話や趣味の
話など、いろんなお話がありました。
　参加された方からは、「アットホームな雰囲気がいい」「これからも続けてほ
しい」などの声をいただいています。
　今後も、交流会で少しでもほっとできる時間を過ごしてもらえればと思って
います。

●●●●●●●●●●●●●●●●
　昨年６月、市社協が実施している社会福祉活動助成金
を交付した団体から、事業開催の報告が届きました。

感謝のメッセージをいただきました

レインボーハート富山

「クリスマス会」
（LGBT当事者交流事業）
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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

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
１３：３０～１６：００
予約制（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。
　　　　　　　　３月の相談日は８日㈭、４月の相談日は１０日㈫です。

詳しい日程は、富山市広報とやま毎月２０日号に掲載しています。

心配ごと相談所のご案内

不要になった福祉用具
（介護ベッドや車いす
等）の情報を必要とす
る人に提供し、再利用
することで、有効活用
を図ります。

～「ゆずりたい人」から「ゆずってほしい人」へのお手伝い～

問い合わせ先
ＴＥＬ４２２‐３４００ ※衛生上、身体に直接触れる物品や医療器具は除きます。

①登録 登録用紙に必要事項を記入し、市社協へ提出。※富山市在住の方
●譲りたい人………　使用可能な物品を、無料で提供していただける方。
●譲ってほしい人…　譲受に伴う諸経費（運搬・修理・消毒等）を負担できる方。

〈平成３０年１月末現在の登録情報〉
・歩行器・手動式ベッド・木製ベッド
・リクライニング車椅子

②紹介 富山市社協が仲介をし、マッチングを行います。
登録情報はホームページ等でご覧いただけます。
「富山市社協」と「福祉用具サポート」で検索してください。

③引渡 双方の話し合いが成立した場合は直接引き渡しを行っていただきます。


