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〈山田保育所〉

♪とんとん！とんとん！
　肩たたき～♪

　　元気でいてね！
　　　いつまでも…♪♪



２

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で活用したり、社会福祉施設や団体にお渡しし
たりするなどして、社会福祉活動に大きく貢献しています。
　平成18年７月１日から平成18年９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
佐渡　健一（黒　部　市）　樋口　善次（下　　　堀）　上田　幸一（東　福　沢）　山口　康弘（大 泉 東 町）
北川　繁一（四 方 荒 屋）　四十谷正春（岩 瀬 港 町）　松木　孝一（金 山 新 東）　浅野美智子（上　　　滝）
中谷　信一（大山北新町）　今田　貴士（山　　　室）　飯田　丈善（下　　　野）　横井　信治（高　　　田）
橋本　利治（岩瀬諏訪町）　渡辺千香子（中　　　滝）　松村　　巧（草　　　島）　長岡　義典（婦中町笹倉）
北川　和子（蓮　　　町）　東條　龍一（東　京　都）　田村孝太郎（上　　　滝）　舘　　守一（西　荒　屋）
五本　慶子（岩 瀬 港 町）　中村　廣一（婦中町下条）　西田　修二（婦中町下邑）　高井めぐみ（草　　　島）
黒田　一幸（岩瀬古志町）　市川　宏子（堀　川　町）　渡辺　和夫（花　　　崎）　牧野　正孝（岩瀬古志町）
米島　和子（入　善　町）　見浦　泰治（神 通 本 町）　安田　俊一（岩瀬文化町）　金村　久治（上　　　滝）
土田やよひ（有　　　沢）　斉藤喜美男（千　葉　県）　一島　里司（呉羽新富田町）　花木　將一（高　畠　町）
津田　一博（　　森　　）　大村　博一（千　原　崎）　浅井　亀造（水 橋 今 町）　長田　憲勇（芝　園　町）
稲垣　勝之（牛 島 本 町）　曽我　スズ（蓮　　　町）　吉田　三奈（岩瀬古志町）　宮成　照子（大山北新町）
清水　利昭（婦中町長沢）　米谷　順子（中　　　滝）　斉藤ミサ子（婦中町友坂）　中田　哲男（富　浦　町）
青山　善嗣（金　山　新）　梶谷　隆英（岩瀬松原町）　池田　和雄（蓮　　　町）　ほ か 匿 名６件
　団　体
越中八尾ロータリークラブ（八尾町東町）　　　　餃子の王将富山南店（掛 尾 栄 町）
株式会社豊凛（東　京　都）　　　　　　　　　　ＷＲパワーレーシングガルルカップ事務局（上　飯　野）
不二越労働組合（不二越本町）　　　　　　　　　不二越消費生活協同組合（不二越本町）
北陸労働金庫富山東支店（東 石 金 町）　　　　　富山池多・食と農と考える女性の会（北　押　川）
みんなの消費生活展実行委員会（新　桜　町）　　ユニー㈱アピタ富山東店（上　冨　居）
ユニー㈱アピタ食品館富山西町店（上　本　町）　ユニー㈱アピタ富山店（上　　　袋）
大山地域しいたけ生産者協議会（下　大　浦）　　富山市母子寡婦福祉連合会（今　　　泉）
アステラス富山㈱富山工場（興　人　町）　　　　星井町地区社会福祉協議会（西 中 野 町）
富山市民生委員児童委員協議会（今　　　泉）　　富山市食生活改善推進連絡協議会（蜷　　　川）

物品預託

　個　人　　　　　　団　体
匿 名 ２ 件　　　　いきいきサロンつみきの会（大山北新町・川端町）

善意のひろば
愛と誠銀行報告

　　　　　　　　地　域　福　祉　権　利　擁　護　事　業（気軽にご利用ください）

富山地区地域福祉権利擁護センター（今泉83－１　�422－5135）

　判断能力に不安のある高齢者や障害者の皆さんに対して、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理の
お手伝いをすることにより、安心して日常生活を送っていただけるよう支援しています。
�定期訪問・金銭管理サービス
　福祉サービス利用の相談や手続きの援助、生活に必要なお金の出し入れ、医療費や公共料金支払いの援助
などを行います。利用料は訪問１回につき1，000円で、別に月300円の事務手数料がかかります。
�大切な書類などのお預かり
　通帳や印鑑、大切な書類などをお預かりします。ただし、宝石・貴金属・貴重品などはお預かりできませ
ん。利用料は月500円です。

※現在、この事業で利用者にサービスを提供していただく生活支援員を募集しています。
ご支援いただける方は富山地区地域権利擁護センターへお問い合わせください。　　
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Ｑ：どうしてアルミ缶は回収され活用されるの？
Ａ：アルミ缶は使用したものが何回でも再生され、活用できるからです。そして、アルミ缶は精錬の過程で、電気を

大量に使用しますが、再生のために使う電気の量は３％ですみ、97％もの電気エネルギーを節約できます。

Ｑ：アルミ缶を集めると、どうして車いすになるの？
Ａ：収集したアルミ缶を貴金属廃品回収業者に買い取ってもらい、そのお金で車いすなど目的に応じたものを購

入します。

　　よくプルタブだけを回収するという話を聞きますが、プルタブを付けたまま缶全体で回収してください。

　　（富山県内にもアルミ缶回収業者はあります。）

詳しくはボランティアセンター（�422－2456）までお問い合わせください。
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　山田地域では、70歳以上のひとり暮らし高齢者等で希望する方を
対象におおむね月１回、ボランティアによる配食サービスを行って
います。
　生活習慣病予防食の献立を参考にし、
野菜を持ち寄り、お弁当を楽しみに待っ
ていてくださる方々のことを思いながら
真心をこめて作り、配達しています。
　９月の配食サービスには、児童館の子
ども達が手作りしてくれた壁飾りも一緒
に届け、世代間の交流を図っています。
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　「いきいきサロン」の運営やボランティア活動に関心のある方を
対象に、気軽にできる活動メニューを学ぶ体験教室を開催しました。
　講師に田中世津子さん等を迎え、牛乳パックなど身近にある材料

を使って誰にでも簡単に作れて、楽し
く遊べるリサイクルのおもちゃづくり
やゲーム、体操なども体験しました。
　受講者からは、「サロン同士の仲間の
輪が広がるきっかけになった。」という
声があり、今後地域でのサロン活動の
担い手としての活動が期待されます。
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　小学校高学年や中学生を対象に手話、点字、施設体験などを通じ
て、福祉のこころを育て、ボラン
ティア活動のきっかけづくりをす
すめる講座を開催しました。
　受講修了後は、友達と施設に出
向き、話をしたり、福祉イベント
（すこやか・ふれ愛フェア）で、
こども広場の模擬店などの運営ボ
ランティアとして活躍しました。
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大沢野

　ひとり暮らし高齢者等の話に耳
を傾け、孤独や不安を解消し、や
すらぎを与える傾聴ボランティア
養成講座をＮＰＯ法人ホールファ
ミリーケア協会の鈴木氏を講師に
迎え開催しました。
　傾聴（話を聴く）について学び、
ロールプレイ（役割演技）では、
３人でグループを作り「聴き手」
「話し手」「観察者」役になり、事
例を使って実際に体験しました。
　「自分の話し方、聞き方の悪い
ところ、自分勝手に話していたこ
とがわかった」「家庭でも聴き方・
話し方を注意すれば家の中が明る
くなる」などの感想が寄せられま
した。
　この講座をきっかけに、参加者
からは「傾聴ボランティア活動を
是非やってみたい」との声がたく
さんあり、ボランティアグループ
が作られました。
　傾聴ボランティアとして今後の
活動に期待が寄せられます。
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富山

盛り付けチェック

真剣そのもの。できるかな !?

こつこつと点字のこころを学びましょうね！ 「ウイスキー」と言って笑顔の練習



４

〒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

「修学資金」貸付制度
　進学・修学資金にお困りの世帯へ、無利子で
資金を貸付する生活福祉資金貸付制度の取り扱
いをしています。
　ただし、所得制限があります。
☆資金の種類は
【修　学　費】高校や大学等に就学するために

必要な費用
【就学支度費】高校や大学等に入学する際に必

要な経費（入学金・制服代等）
☆貸付け条件は
【借 受 人】就学する本人
【連帯借受人】生計中心者
【所 得 制 限】家族構成等によって異なります。
【貸 付 利 子】無利子
【償 還 期 間】２０年以内
【償 還 方 法】月賦償還
【据 置 期 間】卒業後６ヵ月以内
☆申込・問い合わせ先は
市社会福祉協議会本所・各支所へ
地区を担当する民生委員・児童委員も相談に応
じます。

　おおむね６５歳以上の高齢者で
日常的に車いすを利用している
方の外出を支援するため、車い
すのまま乗車できる車両を運行
しています。
利用回数　週４回まで（片道１回）
利 用 料　片道１回６００円（６０分以内）
運行時間　月～土曜日９：００～１７：００（祝日除く）
問い合わせ先　市社会福祉協議会本所・各支所へ
（利用者は事前に市長寿福祉課�４４３－２０６２又は
各総合行政センターへの登録が必要です。）

　市社会福祉協議会では、音訳サービスとして、視覚障
害のある方に、「ふれあいネットワークとやま」・「月刊声
のライブラリー」・「天声人語」・「広報とやま」をテープ
に録音して無料で郵送貸出しを行っています。
　ご希望の方は、お気軽に市ボランティアセンター（�
４２２－２４５６）へご連絡ください。
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★障害のある方で、スキーに興味のある方の参加もお待ち
しています。
　（スキーレンタル・リフト代等の実費は自己負担です。）

　障害があっても、スキーにトライ！そんな方を応援し
ます。
　障害者スキーのサポーターをしてくださるボランティ
アを募集！
【日　程】１月２７日�　８：３０～１５：３０
　　　　　　　２８日�　８：３０～１５：００
　１日目　２７日�　
８：３０　極楽坂スキー場大山農山村交流センター集合
９：００　開会
　　　　オリエンテーション
　　　　講義：ボランティア講習会
１３：００　実技：スキー講習会
１５：３０　解散
　２日目　２８日�　
８：３０　集合・準備
９：００　障害者スキーのサポート
　　　　（午前の部、午後の部）
１５：００　閉会
【ところ】立山山麓極楽坂スキー場（富山市原）
【内　容】障害者スキーのサポート
【対　象】スキーのできる方
【定　員】１０名（応募多数の場合抽選）
【その他】昼食、リフト代は主催者で準備します
【申込・問い合わせ先】
　電話、ＦＡＸかはがきに、講座名・郵便番号・住所・
氏名・生年月日・電話番号を書いて、１月２５日�まで、
大山ボランティアセンターへ。
〒９３０－１３１２　上滝５２３－１　�４８３－４１１１　ＦＡＸ４８３－４１５５

ご利用ください
　高齢者移送サービス


