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婦中　速星会館

『ふれあい・いきいきサロン活動の手引き』

（全８ページ）を作成しました。

ご希望の方は市社会福祉協議会（�422－

3400）までお問い合わせください。
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　富山市社会福祉協議会の平成１８年度事業報告及び収支決算は理事会（５月２４日開催）、評議員会（５月３１日開
催）において承認されました。
　合併して２年目を迎え、地区社協への助成制度の統一や地域福祉セミナーの全地域での開催、ボランティアセ
ンター事業の整理統合、ホームヘルパー派遣体制の再編など事業の一元化に取り組みました。
　今後とも、限られた財源を有効に活用するために、事業の整理・統合を図りながら、全地域での一体的な事業
の実施に努めていきます。

主な事業の報告（◎印は一部会費を充当して実施した事業です。）

高齢者移送サービス
　移送車両を５台運行し、車椅子を常時使用する在宅の高齢
者の外出、社会参加を支援しました。
延べ利用者数……２，５６７人

福祉教育の推進
　児童・生徒の福祉思想の普及とボランティア活動への理解
を深めるため、小・中・高校・特殊教育学校４３校に対し助成
金を交付し、各学校の福祉活動を支援しました。
　また、盲導犬歩行体験事業を７校で実施しました。

ホームヘルパー派遣事業
　高齢者の方や障害者の方の自立した日常生活を支援するた
め、介護保険制度などにより、ホームヘルプ富山・大沢野・
婦中の各事業所から、ホームヘルパーを延べ４，７３５人の利用者
宅へ派遣しました。
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ミニデイサービス事業
　在宅で閉じこもりがちな高齢者等に対し、体操、工作、料
理など様々な機能を使う活動を積極的に取り入れ介護予防に
努めました。
　大沢野地域において２４０日開催し、延べ４，２２６人が参加、婦
中地域において２４８日開催し、延べ４１０人が参加しました。

◎ボランティアセンター
　ボランティア活動に関する相談・登録・活動先紹介・ボラ
ンティア講座の開催などを実施。また、安心して活動に参加
してもらえるように、ボランティア活動保険料の助成を行い
ました。
　グループ登録…３４５グループ
　個人登録………１９６人

除雪ボランティア「おらっちゃ雪かき隊」の実施
　自力での除雪が困難なひとり暮らし高齢者世帯等に対して、
市民から募集したボランティアを派遣しました。
　登録者数　２９５人　　依頼世帯数１４世帯

地域ぐるみ福祉活動推進事業の実施
　住民全体の福祉意識の醸成を図るため、市内７８地区で地域
ぐるみ福祉活動推進事業に取り組みました。

◎地域福祉セミナーの実施
　市内７か所で延べ１４回の地域福祉セミナーを開催しました。
地域の福祉関係者２６７人が参加し、先進地域の活動事例紹介や
福祉課題に対する意見交換などを行いました。

地域福祉権利擁護事業の実施
　判断能力に不安のある高齢者や障害者の方々の権利を守る
ため、富山市・滑川市・上市町・立山町・舟橋村において定
期訪問や金銭管理サービスを提供しました。
　利用者…６７人
　定期訪問等サービス…１，３６７回

給食サービス事業の実施
　閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者の孤独感の解消と地
域社会との交流を図るため、富山、大沢野、大山、婦中、山田、
細入地域で延べ１４，０８８食の給食サービスを提供しました。

◎地域福祉活動支援事業の実施
　地区の自主的・先駆的な活動を支援するため
地域福祉活動活性化助成金（７５地区に１０，９２０千円助成）
（福祉マップづくりやふれあいサロンの普及、福祉推進員の
設置など）を交付しました。
　また、小地域福祉活動の中心を担う地区社協の活動基盤を
強化するため、「地区社協育成事業」を実施しました。

◎市民ふれあい広場
　世代間交流や障害のある人たちとのふれあいを通して、思
いやりの心を育むため９月１６日（土）富山駅北親水広場におい
て、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５１団体の参加を得て開催しました。

すこやかふれ愛フェア
　地域住民に福祉団体の活動への理解を深める機会を作ると
ともに、福祉団体同士の交流を促進し、社協の活動について
地域住民に広く理解してもらうことを目的に２３団体が参加し、
１０月１日（日）大沢野健康福祉センターで実施しました。　
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　　　　　科目 収入決算額　　

①会費 １７，３６８，９２８円
②寄付金 １８，２９６，０４４円
③補助金・受託金等 ４６４，３７６，３７４円
④介護保険収入 １２６，６８０，３１５円
⑤自立支援費等収入 ３６，９４４，３６６円
⑥利用料収入 ２，３３０，４０２円
⑦共同募金配分金収入 ３５，３３５，４５８円
⑧経理区分間繰入金収入等 ４８，６１０，３５８円
⑨その他の収入 １１３，２２３，４７０円

収入合計 ８６３，１６５，７１５円
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表

金　額（円）科　　　目金　額（円）科　　　目

６５，７１４，２０８
３４，９２５，３２２
２０，６７０，２１８
２，８２６，５４８
９４，４００
３８７，２４０

６，８１０，４８０
２４６，０９２，７１０
２４６，０９２，７１０

流動負債
　　未払金
　　未返還金
　　預り金
　　前受金
　　会計単位外借入金
　　会計単位内借入金
固定負債
　　退職給与引当金

１２１，７０５，７１０
７４，４８５，８５７
３９，８９９，４７９
３８７，２４０

６，８１０，４８０
１２２，６５４

１，２２９，２６５，２４３
５５５，８０５，８９６
１０，０００，０００
５２１，２３０，６８８
２４，５７５，２０８
６７３，４５９，３４７

１００，０００
１５，１０４，９１４
１３，８０４，２２０
２１，３１０，６０７
５４１，６７３

２５１，４５８，８３９
１，１３２，０００
３４７，１５４，０９４
２２，８５３，０００

流動資産
　　預貯金
　　未収金
　　会計単位外貸付金
　　会計単位内貸付金
　　仮払金
固定資産
　　基本財産
　　　　基本財産特定預金
　　　　建物
　　　　土地
　　その他の固定資産
　　　　構築物
　　　　機械及び装置
　　　　車輌運搬具
　　　　器具及び備品
　　　　ソフトウエア
　　　　退職共済預け金
　　　　貸付事業貸付金
　　　　積立預金
　　　　財政調整積立預金

３１１，８０６，９１８負　 債　 合　 計

純　資　産　の　部

１０，０００，０００
３４７，１５４，０９４
３０３，７９０，４７２
３７，５３７，７０９
５，８２５，９１３
４２６，６９７，３０３
２２，８５３，０００
２３２，４５９，６３８
２４３，２４４，９２１
△ １０，７８５，２８３

基本金
基金
　　社会福祉事業基金
　　ボランティア基金
　　交通遺児基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額
　　前期繰越活動収支差額
　　当期活動収支差額

１，０３９，１６４，０３５純 資 産 合 計

１，３５０，９７０，９５３負債・純資産合計１，３５０，９７０，９５３資　 産　 合　 計

資金収支決算（一般会計及び特別会計）

当期資金収支差額　　５，７７２，０７３円
前期末支払資金残高　　５０，２１９，４２９円
当期末支払資金残高　　５５，９９１，５０２円

　　　　　事業名 支出決算額　　

①法人運営事業 ２４０，７４５，８６６円
②地域福祉推進事業 ４４，８５４，７４３円
③在宅福祉推進事業 ４８，６９２，４８１円
④ボランティア活動推進事業 １２，９０７，３３４円
⑤居宅介護等事業 ２３０，４５４，４５２円
⑥老人福祉センター運営事業 ４４，２６２，３９６円
⑦居宅介護支援事業 ４４，１２１，１６１円
⑧その他の事業 １９１，３５５，２０９円

支出合計 ８５７，３９３，６４２円



４

金銭預託

　個　人
城川　愛子（東 岩 瀬 町）　　　中田　峰行（婦中町下条）　　　斉藤　重成（婦中町友坂）　　　田中　詮章（愛　宕　町）
佐々木哲夫（婦中町田島）　　　山岸　　稔（草　　　島）　　　中川　　章（富　浦　町）　　　舟崎　重義（梅　沢　町）
長谷川慧能（上　　　滝）　　　後谷　和則（三 室 荒 屋）　　　内野　辰男（草　　　島）　　　牧野　　正（岩瀬白山町）
山下　節子（上　　　滝）　　　谷井　数子（相　生　町）　　　金井　英子（八　　　町）　　　岡崎　　訓（高　畠　町）
臼田総一郎（草　　　島）　　　椚山　明美（久　　　郷）　　　高柳　英子（水 橋 田 町）　　　�柳　　博（久　　　郷）
佐藤　タマ（岩瀬入船町）　　　日出嶋恵造（東 岩 瀬 町）　　　上田　民子（中　老　田）　　　山本　哲雄（岩瀬梅本町）
輪島　玲子（四方二番町）　　　岸本　弘一（不 二 越 町）　　　廣田　京子（東　　　町）　　　今村　　弘（安　養　坊）
安部　和子（舟 橋 今 町）　　　山本　花子（愛　宕　町）　　　木下　恭子（稲　荷　町）　　　志甫　明子（新　庄　町）
恒田　　一（東 岩 瀬 町）　　　今市　克之（牛 島 本 町）　　　秋本　　勲（小泉町中部）　　　荒井　慎三（上滝六間町）
田上　あや（羽　　　根）　　　佐藤　治幸（押　　　上）　　　今田　貴士（山　　　室）　　　米谷　摂子（金 山 新 東）
竹盛　　進（　　森　　）　　　高橋　正人（　　森　　）　　　佐渡　洋子（水橋東舘町）　　　佐藤日出信（婦中町笹倉）
四ツ井和夫（草　　　島）　　　田尻　俊博（金　山　新）　　　山崎　行雄（中　　　滝）　　　宮田　賢成（牛 島 本 町）
中林　栄一（婦中町砂子田）　　　榊原　永治（岩 瀬 堺 町）　　　野口　輝夫（岩瀬入船町）　　　武石　道典（婦中町長沢）
秋本　美孝（下　　　堀）　　　畑　　忠行（婦中町板倉）　　　久和　昭彦（水 橋 畠 等）　　　杉田トシ子（東　福　沢）
押川　　進（安　田　町）　　　上村　道也（高　畠　町）　　　久和千和子（水 橋 畠 等）
護摩堂ハツエ（水 橋 今 町）　　　横山　芳子（岩瀬天神町）　　　大場　隆史（安　田　町）
　団　体
㈱北日本新聞社（安住町）　ココス千代田店（千代田町）　ココス黒瀬店（黒瀬北町）　ココス婦中ファボーレ店（婦中町速星）
ココス飯野店（飯野六反田割）　ココス本郷店（本郷新）　妙伝寺仏教婦人会（大井）　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）　富山市職員杉原地区親睦会（八尾町）
得法寺仏教婦人会（上千俵町）　　ほか匿名１９件（個人および団体）

物品預託

　個　人
宮腰美代治（八尾町福島）
　団　体
松下電工松寿会（福井市）　㈱日立グループ親切会北陸支部（桜橋通り）
（福）富山市桜谷福祉会　特別養護老人ホーム白光苑（山岸）

善意のひろば
愛と誠銀行報告

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１９年１月１日から平成１９年３月３１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）

　平成18年度では現金18，297，894円、物品25点のご寄付があり、みなさまの善意はつぎのように役立たせていた

だきました。たくさんのご寄付ありがとうございました。

　　　　　　　　　�地区・校下社会福祉協議会へ（４２地区・校下）　 　８，１３８，５０２円
　　　　　　　　　�市内社会福祉施設・団体へ　（１５施設・５４団体）　４，６７６，８１５円
　　　　　　　　　�交通遺児基金へ　　　　　　　　　　　　　　　　　 １９，０００円
　　　　　　　　　�一般社会福祉事業へ　　　　　　　　　　　　　　５，４６３，５７７円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現金合計　１８，２９７，８９４円
　　　　　　　　　　市内社会福祉施設へ　　　　　　　　 物品合計　　　　　２５点
　　　　　�富山市愛と誠銀行（富山市社会福祉協議会本所・各支所内）
　　　　　�地区・校下愛と誠銀行（富山地域の地区センター内）
　　　　　�富山市役所  （社会福祉課）
　　　　　�富山市南・中央・北保健福祉センター

※詳しくは市社会福祉協議会本所・各支所までお問い合わせください。

平成１８年度実績

窓口は
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　要約筆記とは、聴覚障害者に、話の内容をその場で文字にして伝える筆記通訳のこと

です。「話すスピード」は「書くスピード」より数倍も速くて全部は文字化できないため、

話の内容を要約して筆記するので「要約筆記」といいます。

　要約筆記は、話を正確に聞き取り、要点をつかんで、短い文にまとめ、素早く書いて

伝えます。

　先天性の失聴・難聴者はもちろん、中途失聴・難聴者で「手話が読み取れない方」に

対して特に必要とされてきています。

※要約筆記奉仕員養成講座テキスト（基礎課程）から一部引用

富山市ボランティアセンター（今泉83－１　�422－2456）
大沢野ボランティアセンター　�467－� 　　大山ボランティアセンター　�483－�
八尾ボランティアセンター　�454－� 　　婦中ボランティアセンター　�469－�
山田ボランティアセンター　�457－� 　　細入ボランティアセンター　�485－�

1294 4111

2390 0775

2113 9008

��������	
��������������������	���������	�

������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

ボランティア活動保険に加入しましょう！！
　ボランティア活動保険は、ボランティア活動

中にボランティア自身がケガをしたり、相手に

ケガを負わせた場合や物を壊してしまったなど

の事故を幅広く補償する保険です。

【補償期間】
　加入申込手続きを完了した日の翌日から年度

末（３月３１日）まで。

【加入対象】
・社会福祉協議会およびその構成員

・ボランティア個人またはボランティアグループ

・NPO法人またはその所属の無償ボランティア

　詳細については、市社会福祉協議会ホーム

ページ（http://www.cap.or.jp/fureai/）をご

覧ください。

　市ボランティアセンターでは、個人やグループでボランティア活動をしている方、趣味・特技を活かしたいと

考えている方など市内で活動しておられるみなさんの登録を呼びかけています。

　登録をされると…

　・ボランティア活動保険の一部補助

　・ボランティア情報の提供により活動の場が広がる

　・ボランティア機材の貸出や研修室等の利用

　・講座や助成金のご案内などの特典があります。

ボランティアセンターに登録しませんか！！

お支払いする主な例

（
傷
害
事
故
） ボランティア活動に向かう途中、

交通事故にあった

家事援助ボランティア活動で清
掃中、誤って花びんを落とした

（
賠
償
事
故
）

�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�

清掃ボランティア活動中、転ん
でケガをした

入浴ボランティア活動中、誤っ
てお年寄りにケガをさせた
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　６月21日�、　富山西ロータリークラブ（奥野博之会長）

から創立35周年を記念し、富山市に福祉車両１台が寄贈さ

れました。

　車両は、“らいちょう号”の愛称で市社会福祉協議会が、

車椅子を常時使用する在宅高齢者の外出や社会参加を支援

する“高齢者移送サービス事業”に、活用させていただき

ます。

　利用される方は、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。

　６月16日�、八尾スポーツアリーナにおいて、障害者団

体、施設利用者を対象とした「ふれあい運動会」を開催し

ました。

　当日は、県立八尾高等学校の生徒15名をはじめ各種ボラ

ンティアの協力により、約340名が10種目の競技に心地よ

い汗を流しました。

　参加者は赤・白・青に別れ、“ボール運び”など様々な競

技で、親睦を深めました。

　日ごろふれあう機会の少ない団体との交流に、最初は戸

惑い気味でしたが、競技が進むにつれ応援する家族の声援

や、勝敗が決まるたびに会場は歓声に包まれました。

“らいちょう号”“らいちょう号”で送迎します！で送迎します！　～高齢者移送サービスに新たな力～～高齢者移送サービスに新たな力～

ふれあい運動会ふれあい運動会　～ふれあいを通じて心地よい汗～～ふれあいを通じて心地よい汗～

白熱した“ボール運び”

　赤い羽根共同募金の配分を受けて、音訳用機材一式を新し

くしました。

　現在、ボランティアグループの協力で、視覚障害者の方々

に「月刊声のライブラリー」「天声人語」「ふれあいネットワー

クとやま」などの音訳テープを無料で郵送貸出して、大変喜

ばれています。

　今後、新しい音訳機材を充分に活用し、ニーズに応じた情

報を提供していきたいと考えています。

　音訳テープを希望される視覚障害者の方は、市ボランティ

アセンター（�422－2456）へご連絡ください。

音音訳訳機機材材をを充充実実ししままししたた！！

機材が新しくなってテープの編集がしやすくなりました
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おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししまままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす休みします
８月１３日�
　中央心配ごと相談所、婦中社会福祉センター
８月１４日�
　中央心配ごと相談所、婦中社会福祉センター
８月１５日�
　中央心配ごと相談所、婦中社会福祉センター、
細入デイサービスセンター
８月１６日�
　中央、水橋地区心配ごと相談所、大山支所子育
て相談、婦中社会福祉センター、細入デイサー
ビスセンター
８月１７日�
　中央心配ごと相談所
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　キリン福祉財団では、寝たきりなど重い症状の
高齢者（要介護３以上）を在宅で日常的にお世話
している家族介護者を対象に「キリン家族介護者
交流会」（１泊２日コース）を実施します。
【開催日】平成１９年１０月２４日�～２５日�
【会　場】あわら温泉「灰屋」（福井県あわら市）
【対象者】市内にお住まいの方
　　　　　※過去５年間に参加経験のあるご家庭はご

遠慮いただきます。

【定　員】５人（応募多数の場合抽選）
【参加費】キリン福祉財団にて全額負担します
　　　　　（ただし、ご自宅から集合場所までの

往復の交通費、代替介護料、土産代等
の個人的な支出については参加者負担
です。）

【申込・問い合わせ先】
　往復はがきに、郵便番号・住所・氏名・年齢・
電話番号を書いて、７月３１日�（必着）で、『富山
市社協「キリン家族介護者交流会」参加者募集係』
まで（〒９３９‐８６４０ 今泉８３－１　�４２２－３４００）
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【日　時】１０月１７日�
　　　　　午後１時～４時（予定）
【会　場】富山国際会議場　メインホール
【内　容】式典
　　　　　アトラクション 地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民とととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととと楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽ししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる域住民と楽しくふれあえる

レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエ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ョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョ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ををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををレクリエーションを　　
身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身ににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけまままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままませせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！　　身につけませんか！

〔開催日〕１０月１日�「レクリエーションとは」
　　　　　　　１５日�「レクリエーションの楽し

さをあなたに」
　　　　　　　２２日�「レクリエーション 財 をつ

ざい

くってみよう」
　　　　　　　２９日�「レクリエーション支援を

実際にやってみよう」
　　　　　全４回　午前１０時～正午まで
〔会　場〕八尾健康福祉総合センター　視聴覚室
　　　　　八尾町福島２００
〔対象者〕市内在住もしくは勤務されている方で、

レクリエーションボランティア活動に興
味がある方２５名（申込多数の場合抽選）

〔受講料〕無料
〔申込締切〕９月１８日�
〔申込・問い合わせ先〕
　市社会福祉協議会八尾支所
　　八尾ボランティアセンター�／� ４５４－２３９０
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　　　　　世界で自分だけのお茶碗を

　　　　　作ってみませんか…

〔開催日〕平成１９年７月～平成２０年３月
　　　　　毎週水曜日　午後１時３０分～３時３０分
　　　　　月４回程度
〔講　師〕森清　和美氏
〔会　場〕大沢野健康福祉センター
　　　　　福祉プラザ創作工房（春日９６－１）
〔対象者〕市内在住の６０才以上の方
〔受講料〕１０，０００円（材料費込み）
〔定　員〕１５名　※定員になりしだい締め切ります
〔申込・問い合わせ先〕
　市社会福祉協議会大沢野支所�４６７－１２９４

生きがい講座開催事業



８

ふれあい広場の日程が決まりました。多くの皆様のお越しをお待ちしています。
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※開 催 日　９月８日�　午前１０時３０分～午後２時
※会　　場　富山駅北親水広場（富山市総合体育館横）
※開催内容
　１．ふれあい体験コーナー

　　　車いす・点字・音訳・高齢者疑似・盲導犬歩行・手づくり体験

　２．活動紹介コーナー

　　　地区社協・ボランティア・福祉団体・共同作業所等

　３．販売コーナー

　　　手づくり小物・日用品等の販売（福祉施設・共同作業所・福祉団体）

　４．レクリエーションコーナー

　　　ふれあいオリエンテーリング・遊びコーナー・ゲーム

　５．飲食コーナー

　　　麺類・飲み物・菓子類（福祉施設・共同作業所・福祉団体）

　６．フリーマーケット

　　　※参加希望の方は下記をご覧ください。

〒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

富山駅北 

インテック本社前 

ふれあい広場でのフリーマーケット出店者（団体）を

募集します。

たくさんの参加をお待ちしています。

《参加要綱》
１．募集組数　１６組　　　２．出店料　５００円
３．出店内容　飲食関係以外のもの
４．主催者側で準備するもの
　　テント（１．５間×２間のテントを２団体で１張使用）
５．申込及び問い合わせ先

電話、ＦＡＸかハガキで住所・氏名又は団体名（代表者名）・電話
番号・出店内容を明記の上、８月２日�までにお申し
込みください。（応募多数の場合は抽選します。）

　　　〒９３９‐８６４０　今泉８３－１　市社会福祉協議会・本所
�４２２－３４００　ＦＡＸ４２２－２６８４　　　　　


