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赤い羽根募金でおなじみの共同募金運動は、
みなさまに支えられて、今年、６０回目を迎えました。
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運動期間は10月１日から12月31日
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　地域福祉の推進を目的とする共同募金運動は、「地域
の福祉、みんなで参加」のスローガンのもと、１０月１
日から全国一斉にスタートしました。
　みなさまの温かいご支援、ご協力によりお寄せいた
だいた募金は、社会福祉施設の整備をはじめ、福祉関
係団体が行う地域福祉活動、ボランティアグループの
活動支援、災害によるり災者への見舞金等に配分され
活用されています。
　だれもが住みなれた地域で安心して暮らすことがで
き、住民みずからが参加する福祉のまちづくりを実現
するために、どうぞみなさまの温かいご理解とご協力
を心からお願いします。

共同募金への寄付には税制上の優遇措置があります。

法人の寄付　株式会社などの法人の寄付は、法人税法により「全額損金算入」とすることができます。

個人の寄付　寄付金が５千円を超える額の場合【所得税にかかる寄付金控除額】

　　　　　　　　寄付金額（年間所得の30％を限度とする額）－５千円

　　　　　　寄付金が１０万円を超える額の場合【住民税にかかる寄付金控除額】

　　　　　　　　寄付金額（年間所得の25％を限度とする額）－10万円　

　　　　　　　　（※住民税に係る寄付金控除の場合は、寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に

住所があることが必要です。）

平成18年度富山市の目標額
53，025，000円
（一般募金）
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手作りのPR用ポスターを手わたす熊野幼稚園児のみなさん手作りのPR用ポスターを手わたす熊野幼稚園児のみなさん

街頭募金に協力を呼びかける星井町五番町小学校のみなさん街頭募金に協力を呼びかける星井町五番町小学校のみなさん
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　昨年の共同募金運動（一般募金）でみなさんから寄せられた心温まる寄付金の内、29，432千円が富山市内の

民間社会福祉施設や各種団体に配分されました。

業種別配分施設・団体と金額
２００千円発表会用の舞台整備に１施設児童福祉施設

３，０００千円身体障害者通所授産施設の作業室新設工事に１施設身体障害者福祉施設

３，０００千円授産施設等の整備に１施設知的障害者福祉施設

２５０千円任意被保護者の自立援護事業に１施設更生保護施設

６，４５０千円４施設小　　計

５６０千円障害児団体や児童・母親クラブ、保育団体の子育て支援事業に６団体児童福祉関係団体

４００千円母子寡婦団体の研修や親子ふれあい活動等に１団体母子福祉関係団体

６５０千円身体障害者の社会参加や訓練等に７団体身体障害者福祉関係団体

６００千円知的障害者の交流・相談・訓練等に１団体知的障害者福祉関係団体

１５０千円老人クラブの生きがいづくり事業に１団体老人福祉関係団体

２２０千円難病等団体の地域交流や相談等に４団体保健医療関係団体

１７０千円犯罪・非行防止や更生保護に関する啓発活動等に２団体更生保護関係団体

４００千円民生委員児童委員の研修・講習会等に１団体生活援護関係団体

１９，８３２千円地域福祉・在宅福祉サービスやボランティア活動の推進・支援等に１団体社会福祉協議会

２２，９８２千円２４団体小　　計

２９，４３２千円２８施設・団体合　　計

社会福祉協議会や施設、各種福祉団体に配分されました。

もっと知ってほしい話がたくさん。
赤い羽根のホームページ

www.akaihane.or.jp
か い は ねあ

●赤い羽根データーベース「はねっと」をご覧ください

お問い合わせは共同募金会富山市支会各分室へ

富 山 分 室　　�４２２－３４００　　　　　大沢野分室　　�４６７－１２９４
大 山 分 室　　�４８３－４１１１　　　　　八 尾 分 室　　�４５４－２３９０
婦 中 分 室　　�４６９－０７７５　　　　　山 田 分 室　　�４５７－２１１３
細 入 分 室　　�４８５－９００８
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「古くて新しい“やつおのおやつ”はいかが？」
（工房「風のたより」）

　私たちは、障害のある方々と一緒に八尾の観光土産品や小物づく

りを行っています。

　「やつおのおやつを作りたい！」そんな想いが今回の配分により

ついに形になり、桑菓子工房「まるべりー」がオープンしました。　

「まるべりー」とは「桑の実や桑」という意味。かつて養蚕業で栄

えた八尾に今「桑の葉」を活かしたおやつ作りがスタートし、シフ

ォンケーキや桑ソフトクリームまで登場！

　これからも、お菓子づくりを通じて「まちづくり」にも貢献しな

がら、心とからだにやさしい職場づくりを目指して頑張りたいと思

います。工房一同心から感謝しています。

共同募金の配分を受けた県内の施設や団
体から、たくさんの「ありがとう」のメッ
セージがよせられていますので、その一部
を紹介します。
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　市民の方々や市内の福祉関係者が一堂に会して、富山市の福祉を総合的に高めていく「福祉フェスティバル’06」

（主催＝富山市・富山市社会福祉協議会）を10月18日、富山国際会議場メインホールで開催し、永年、本市の福

祉の向上・発展に多大な活躍をされた個人・団体の方々の表彰を行いました。

　富山短期大学福祉学科講師　関　好博氏を講師に迎え「地域に広がる安心ネットワーク－地域福祉活動のすす

め－」と題し講演会を開催しました。また、市から今後の地域福祉のあり方の指針である「富山市地域福祉計画

（素案）」についての説明がありました。

優良老人クラブ

・神通町３丁目不老会

・布瀬町２丁目長寿会

・長江新町長寿会・町村古寺寿康会

・荒川中部福寿会・藤ノ木中央福寿会

・布目東町長寿会・赤田新町長寿会

・横内長寿会・熊野校下第八長寿会

・東緑町福寿会・吉作第二長寿会

・笹津北部福寿会・文珠寺長寿会

・黒田老人クラブ第一楽寿会

・神保第一老人クラブ

社会福祉事業協助者（団体の部）

・池多校下給食サービスボランティアグループ

・草島校下給食サービスボランティアグループ

・蜷川校下給食サービスボランティアグループ

・大山赤十字奉仕団

富山市社会福祉協議会長表彰

社会福祉事業関係者（個人の部）

・砂田　　寛　・岡部　幸雄　・松岡　幹子

・林　　邦穂　・今井すみ子　・久世スミ子

・大上　義雄　・細木　和子　・西野　満男

・宮城壽美子　・竹中真理子　・金井　希則

・井澤　玲子　・水野美代子　・本郷　和子

・舟杉　淳子　・岩佐　紀靖　・荒木美和子

・和泉　與市

富山市長表彰

社会福祉功労者

・須垣　幸子

老人クラブ活動功労者

・西田　忠藏　・河本冨美子　・矢合　正則

・嶋倉　利明　・立田　　浩　・日野　吾一

・勝原　昭治　・�木　一男　・香取　一夫

・中川　孝美　・碓井　昭二　・山本　　寛

・古川　　煕　・江澤　　章　・中坪キミ子

・岸　　治夫　・大嶋　�次　・紺道　信義

・鈴木　�一　・大鋸　正二　・須沼冨美子

・北河　俊男　・花岡喜代治　・江上　吉三

・新木　間七　・高島　清二　・田近　正範

・奥井　清滋　・森本　孝政

　アトラクションでは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皆さんによる民舞等の発

表が行われ、ステージ上の皆さんは日ごろの練習の成

果を存分に発揮していました。　

　（順不同・敬称略）
富山市長感謝

民生委員児童委員永年勤続

・中田明喜子　・山道　絹子　・柴田　栄子

・岩田裕美子　・田島　桂子　・奥田　和宏

・大野さよ子　・田中　照子　・中平　尚子

・道吉　　照　・中林幽香子　・森田千賀子

・山崎　忠弘

保護司永年勤続

・矢合　政則　・寺�　満雄　・水和　幹雄

・橋本十代一　・中島　芳夫　・西田　壽乃

・牧山美佐子　・中村　一雄　・島倉　道雄
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　毎月、細入老人福祉ボランティアにより、70歳

以上の高齢者の方々と福祉センターで、「たのしみ

会」が行われています。昼食をはさみ、講演会や

芸能鑑賞、民謡など、ボランティアによる手作り

交流会です。

　今回は、ハーモニカ演奏のパープル・グループ

が参加者の方々といっしょに歌を合唱し、盛り上

がりました。

　参加者の皆さんは「この日が楽しみ、笑顔がた

えませんちゃ。」と今後も息の長い交流となるよう

望んでいるようです。
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　音楽による心の癒し効果と音楽を通して、人と

人との温かい関わりを活かした活動を学ぶ「音楽

ボランティア入門講座」を開催しました。

　講義や楽器等を使っての実技講習の後、実際に

福祉施設で実践し、利用者の皆さんと音楽を通し

て心の交流を体験しました。「音楽の楽しさを学ん

だ。この講座をきっかけに活動を続けたい。」との

声が受講者の皆さんから寄せられました。

　点訳ボランティアグループの富山赤十字点訳奉仕団とぐみ

の会の協力で、上滝小学校の国語の授業の一環として、点訳

の学習交流をしました。

　子どもたちからは「点字の小さなでっぱりが、目の不自由

な人たちにとっては、大切な役割をしているんだな！」など

興味津々な声が聞かれ、点訳を通じて、視覚障害者の方々へ

の福祉の心を学ぶ機会となったようです。
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毎日の生活の中で手軽にできる収集ボランティア
―中古衣料品の活用―

大山

八尾 細入

「夕焼け小焼け」「浜辺の歌」
など懐かしいハーモニカのメ
ロディーが流れ、歌声と交差す
る楽しいひと時を演出します

不用品を処分するというのではなく、心をこめてプレゼントするという気持ちが大切です！

１．中古衣料品は大きく分けると２つの活用方法があります。

　（１）　日本の国内での活用

　　最近はそのまま活用するより、バザーやフリーマーケットで売り、そのお金を活動にいかすことが多いようです。

　（２）　海外での活用

　　南米・アフリカ・東南アジアへ中古衣料品を送っている団体は多数あります。

　　また、中には海外へ送るための整理・梱包などに人手がかかることや多額の海外輸送費がかかることなどを

考慮して、バザーなどで販売し、売上金と輸送費を現金で送る団体もあります。

２．中古衣料品を送るための留意点

　（１）取り扱い団体に必ず確認してほしいこと。

　　　・受け入れ時期　・取り扱い品目　・梱包方法　・輸送費の負担など

　（２）洗濯済みで、ボタンが取れていたり、ほころびや破れのないこと。

詳しくは、ボランティアセンター（�422－2456）へお尋ねください。

１０月は「ボランティア活動強調月間」です。
あなたも身近な所でできるちょっとしたボラ
ンティア「ちょボラ」をやってみませんか。

「みんなで、リラックス、楽しみましょうね！」「みんなで、リラックス、楽しみましょうね！」
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　10月５日（木）、八尾健康福祉総合センターにおいて「福祉の

つどい」を開催しました。

　つどいでは、赤十字奉仕団による炊き出し実演、ボランティ

アサポーターによる車椅子体験、福祉施設等の販売コーナーの

ほか、ボランティア推進校のボランティア体験発表やフラダン

スが披露されました。

　また、元漫才師の春日三球さんを講師としてお迎えし、「人生

いろいろ」と題し、記念講演を開催しました。お馴染みの地下

鉄漫才をはじめ農作物ネタなど、会場は終始笑い声が絶えませ

んでした。

福祉のつどい（八尾支所福祉のつどい（八尾支所））～みんなで創ろう ボランティアのまち～～みんなで創ろう　ボランティアのまち～

　10月１日（日）、大沢野健康福祉センター一帯において、福祉

イベント「すこやか�ふれ愛フェア」を開催しました。

　体験コーナーでは、各地区社会福祉協議会やボランティア団

体による活動紹介や地震体験車「グラット君」など、福祉、防

災活動への理解を深めていました。

　子ども祭りコーナーでは、地元の小・中・高の学生ボランティ

アの協力のもと、風船アートや昔遊びの体験など、多くの家族

連れでにぎわいました。

　歌って健康づくりコーナーでは、歌謡グループ「セッション

４！」による懐メロからジャズまでの歌謡ショーやお楽しみ抽

選会などを行い、楽しい１日を過ごしました。

元気 ふれあい 大沢野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元気　ふれあい　大沢野
すこやかすこやか��ふれ愛フェア（大沢野支所ふれ愛フェア（大沢野支所））～みんなでふれあって、～みんなでふれあって、　　　

支えあいの輪を広げよう！～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支えあいの輪を広げよう！～

神通碧小学校による、マーチングバンド
「オープニングは、ぼくらにおまかせ」

　９月16日（土）、富山駅北親水広場において「富山市民ふれあ

い広場」を開催しました。

　当日は市内各地から地区社会福祉協議会をはじめ福祉団体、

ボランティア団体など67団体が参加し、会場に訪れた多くの市

民と交流し、ふれあいの輪を広げていました。

　参加団体から出店された飲食、販売コーナーには、たこ焼き

等や日用品等の販売に多くの人たちが集まりにぎわっていまし

た。

　また、体験コーナーでは多くの親子連れや子どもたちが点字

や手話など、レクリエーションコーナーではグランドゴルフな

どを楽しみながら体験していました。
じょうずに回せるかな

第25回第25回 富山市民ふれあい広場富山市民ふれあい広場 ～ふれあいの輪が広がりました～　～ふれあいの輪が広がりました～

「地下鉄の電車ってどこから　　
　　　　　入れるんですかね～。」
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入会説明会
�富山…毎月第４月曜日　13：30～
�大沢野、大山、八尾、婦中…毎月第２月曜日　13：30～
　※お越しの際は、次のものをご持参ください。

　　①印鑑　　②振込先の口座番号の分かるもの

　　③顔写真（３㌢×2．5㌢）１枚

　　④年会費2，500円（互助会費を含みます）

各地域のシルバー人材センター
富　山　�444－5535　　大沢野　�467－3468
大　山　�483－4043　　八　尾　�454－2836
婦　中　�469－0777

富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富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山山山山山山山山山山山山山山山山山山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市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市シシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセ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ンンンンンンンンンンンンンンンンンン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タタタタタタタタタタタタタタタタタタ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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集富山市シルバー人材センター 会員募集

　定年退職後の方や家業を終えた方で、これまでの経験や能力を活かし、臨時的・短期的な仕事がしたい60歳以

上の健康な方を募集します。

ありがとうございました。
　愛と誠銀行は、お金や物品の預託という形で寄せられたみなさまの善意

を地域福祉活動への活用や社会福祉施設等への橋渡しを行い、社会福祉事

業に役立させていただいています。

　平成18年４月１日から平成18年６月30日までに預託いただいた方は次

のとおりです。（順不同・敬称略）

金銭預託

　個　人
斉藤　眞子（水 橋 市 江）　大代　　武（大江干新町）　奥井　智貴（婦中町吉住）　浅井　和夫（東富山寿町）
窪木　信孝（三 室 荒 屋）　本間　一正（城　北　町）　向井　孝代（呉羽富田町）　今村　　弘（安　養　坊）
砂田　睦子（八尾町上新町）　今井　正治（金 山 新 東）　山口　康弘（大 泉 東 町）　藤野　利博（八尾町石戸）
大村　　茂（岩瀬入船町）　竹　　延孝（岩瀬天神町）　辻川　ひさ（雄　山　町）　作田　　博（草　　　島）
野村　蓮香（追 分 茶 屋）　松永　康弘（清　風　町）　黒田　悦昭（千　原　崎）　奥田　幸枝（蓮　　　町）
梅沢　宗仁（水橋明治町）　塩澤　勝己（岩瀬荒木町）　大村　正英（東 岩 瀬 町）　岩瀬　タミ（西　　　宮）
飯野　昌作（岩瀬天神町）　水野　　浩（長　柄　町）　土合　恵子（西 中 野 町）　金山　幸雄（蓮　　　町）
金山　政則（吉　　　倉）　濱田　健三（水橋西天神町）　能登　千俊（東富山寿町）　宮崎　親夫（草　　　島）
道正　文恵（月　見　町）　梅本　政治（蓮　　　町）　青木　　均（岩瀬文化町）　京坂　昌明（岩瀬萩浦町）
猶明　義仁（　　森　　）　竹内美佐子（久　　　郷）　樋口　善次（下　　　堀）　紙谷　和代（草　　　島）
姫野　篤弘（小泉町中部）　布村　京子（　　森　　）　山口カズエ（大山北新町）　菊　　克宏（　　森　　）
長尾　博行（安 野 屋 町）　竹田テル子（月　岡　町）　後藤　誠子（舟 橋 今 町）　宮田　保範（下 大 久 保）
大澤　澄子（神 通 本 町）　杉木健太郎（上　　　滝）　ł 木　信義（高　畠　町）　清水　一弘（舟　　　渡）
竹内　顕広（婦中町速星）　水上　文男（岩瀬赤田町）　坪井新一郎（婦中町広田）　ほ か 匿 名１０件
　団　体
得法寺仏教婦人会（上 千 俵 町）　 大村商店（本　郷　町）　 宮田社中裏千家更紗会（八尾町西町）
ＭＲグループ労働組合富山支部（総　曲　輪）　 明るい社会づくり推進富山市連合会（山　王　町）
呉羽校下女性学級呉羽消費生活グループ（呉　　　羽）　 富山富士通社員会（八尾町保内）
富山教区第十組（小　　　見）　 富山市水橋中部婦人会（水 橋 中 部）

物品預託

　個　人
今田　貴士（山　　　室）　五十嵐良昭（東　福　沢）　藤井　紀生（羽　　　根）　ほ か 匿 名１件
　団　体
富山県保育士会大山地区（東　福　沢）

善意のひろば
愛と誠銀行報告
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〒９３０‐２１９８　富山市山田湯７８０番地
（山田総合行政センター内）

TEL０７６－４５７－２１１３　FAX０７６－４５７－２２５９

山田

支所

〒９３９‐２１８４　富山市楡原１１２８番地
（細入総合福祉センター内）

TEL０７６－４８５－９００８　FAX０７６－４８５－９２００

細入

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）

TEL０７６－４５４－２３９０　FAX０７６－４５４－２３９０

八尾

支所

〒９３９‐２６０３　富山市婦中町羽根１１０５番地７
（婦中保健福祉センター内）

TEL０７６－４６９－０７７５　FAX０７６－４６９－０７７９

婦中

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）

TEL０７６－４６７－１２９４　FAX０７６－４６８－３５６３

大沢野

支所

〒９３０‐１３１２　富山市上滝５２３番地１
（大山地域市民センター内）

TEL０７６－４８３－４１１１　FAX０７６－４８３－４１５５

大山

支所

〒９３９‐８６４０　富山市今泉８３番地１
（総合社会福祉センター内）

TEL０７６－４２２－３４００　FAX０７６－４９１－２４３３� 　� 　富山市社会福祉協議会社会福祉
法 人

日時　平成18年�月�日（土）　10：00～13：30　　場所　婦中保健福祉センター（婦中町羽根�05－７）
内容

11 11 11

１０：００～　「まちぐるみ健康づくり」交流会開会
１０：０５～　シンポジウム（活動紹介）
　　　　　①「野球をつうじて　身も心も元気っ子」

　　　　　　神保スポーツ少年団

　　　　　②「育児で育自　仲間で育自」

　　　　　　鵜坂地区子育てサークル

　　　　　　　（ニコママたまご）

　　　　　③「子どもの安全パトロールと

地域の子どもたち」

　　　　　　速星地区安全パトロール隊

　　　　　　《意見交換及び助言》

１１：００～　講　演
　　　　　演題「子どもの育ちを支える地域力」

　　　　　講師　富山短期大学

　　　　　　　　助教授　宮田　徹　氏

１２：００～　第１７回ふれあい広場 in 婦中
　　　　　☆非常炊き出しコーナー

　　　　　☆ヘルシーなべ試食会コーナー

　　　　　☆秋のお茶席コーナー

　　　　　☆健康茶試飲コーナー

　　　　　☆健康チェックコーナー

　　　　　☆ボランティア相談

　　　　　☆ボランティア活動紹介（パネル展示）

　　　　　　福祉団体、地域内小・中・高校・

養護学校など○問い合わせ先○
「まちぐるみ健康づくり」交流会については　婦中保健福祉センター　　　�４６９－０７７０
「ふれあい広場 in 婦中」については　　　　 市社会福祉協議会婦中支所　�４６９－０７７５
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～身体・知的・精神に障害のある方が通所し、作業を通して自立への促進を促します。～
ガラス工芸アミティ工房

市内在住の義務教育年齢を過ぎた身体障害者等で身の回
りのことが自分でできる方

通所の条件

月曜から金曜の９時から１６時（祝日休み）作業時間

ガラス細工製品の製作籐細工製品の製作作業内容

富山市蜷川１５　障害者福祉プラザ南館
�４２８－０３８０　　�４２８－９５１１

作業所所在地
（電話）

売上の中から毎月工賃をお支払いします。作業工賃

富山国際会議場、グリーンパーク吉峰、いこいの村富山、
岩瀬カナル会館など

製品販売先

【問い合わせ先】市社会福祉協議会本所　地域福祉課　�４２２－３４００

水橋地区心配ごと相談所
開催場所変更のご案内

　１１月から水橋地区心配ごと相談所の

開催場所が水橋西部公民館になります。

　なお開催時間は従来どおり

毎月第３木曜日　９：30～15：30

　　　　　　　　　変更はありません。

【場所】水橋西部公民館
　　　　（水橋辻ヶ堂129－１）

○問い合わせ先○
市社会福祉協議会本所（今泉８３－１）

�４２２－３４００

通所者
募集

会場案内図
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