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地域の福祉、みんなで参加
今年もみなさまのご協力をお願いします。
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平成19年度富山市の目標額
53，206，000円
（一般募金）

　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
ただく募金は、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や、ボランティアグループ
の活動支援、災害による被災者への見舞金などに配分
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。
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運動期間は10月１日から12月31日

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40％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。）

１０月１日グランドプラザにて街頭募金を呼びかける柳町小学校１０月１日グランドプラザにて街頭募金を呼びかける柳町小学校
のみなさんほかのみなさんほか
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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、27，253千円が富山市内の

民間社会福祉施設や各種団体に配分されました。

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

平成１９年度（平成１８年度に寄せられた募金）業種別配分施設・団体と金額
７０千円１０周年記念福祉講演会に１施設身体障害者福祉施設

１，８４５千円施設整備に１施設知的障害者福祉施設

２５０千円任意被保険者の自立援護事業に１施設更生保護施設

２，１６５千円３施設小　　計

４８０千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４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

５５０千円身体障害者の社会参加や訓練等に５団体身体障害者福祉関係団体

６５０千円知的障害者の交流・自立促進活動に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

１８０千円犯罪・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

２２，０５８千円
広報活動事業
ボランティア情報充実事業
ふれあいサロン普及事業
おもちゃの図書館開催事業
ふれあいフェスタ開催事業
ボランティア育成事業
総合支援型社協推進事業
音訳用録音機材整備事業
地域福祉活動活性化事業

１団体市社会福祉協議会

２５，０８８千円２０団体小　　計

２７，２５３千円２３施設・団体合　　計

その他、

・福祉推進員の設置

・広報紙等の発行

・各種講座、教室の

開催など

ふれあいサロンの開催に

地域福祉活動活性化事業では、市内75の地区社会福祉協議会の実施する574の地域福祉活動に活用されます。

世代間交流に 料理教室の開催に
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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

’07」（主催＝富山市・富山市社会福祉協議会）を10月17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。引き続き、今年度富山市社

会福祉協議会で、新たに募集した、ボランティア活動標語522点の中から選ばれた入賞作品の表彰も併せて行い

ました。

　神宮寺（長野県松本市）住職　高橋卓志氏を講師に迎え「安心して暮らせる地域社会を築くために」と題し講

演会を開催しました。

　また、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）

老人クラブ活動功労者

・黒川　英二　・姫野　篤弘　・村中サキ子

・水落　　修　・東海　修一　・喜多　豊秋

・花島　儀平　・田畑　　敬　・坊坂　秋子

・左氏　　敬　・平井　　清　・松田　昌義

・菅野　　勇　・杉本　正男　・保科　正一

・石田　善作　・安藤喜久治　・渡辺　政信

・梅本　和子　・市川　正雄　・田中　義則

・岩田　敏明　・阿部　　實　・針山　邦夫

・栗山　大進　・布村　正信　・青山　秀子

・直江　定雄　・中山　愛子　・青山　光明

・本田スミ子
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富山市長表彰

社会福祉功労者

・岡部　幸雄　・吉倉世惠子　・西野　満男

・谷口　利一　・釣谷　一義

優良老人クラブ

・安野屋町２・３丁目長寿会

・中川原新町長生会

・朝菜町二丁目恵会

・豊若町長寿会

・永楽町四区楽寿会

・境野新長寿会

・西新町老人クラブときわ会

・朝日同朋会老人クラブ

富山市長感謝

民生委員児童委員永年勤続

・田中　恭子　・竹田　康子　・河上　一子　　　　　

・平岡　誠司　・岸岡　圭子　・村井　良平　　　　　

・中島　�宣　・柳瀬喜久子　・西野　直子　　　　　

・松田　邦子　・村井　節子　・樋口ちづ子　　　　　

・高森　滿子　・政村　隆義　・石井加代子　　　　　

・福岡　清美　・米田　　登　・中田　昭夫　　　　　

・浅尾　　武　・村井　重雄　・�井　克昌　　　　　

・石田　裕子　・松岡　　徹　・日下　潤子　　　　　

・奥原　　望　・氷見美和子　・中川慎一郎　　　　　

・中川　伸一　・藤井千恵子　・野上　平三　　　　　

・佐藤　春梅　・渡辺　義憲　・蛯谷　忠夫　　　　　

・元吉　恭子　・河�　朝美　・中平美喜子　　　　　

・五十里博子　・高島　純子　・黒崎　潔江　　　　　

・小川　辰夫　・丸山　順治　・井坂　源隆　　　　　

・金山　昭雄　・前山　米子　・黒瀬　正雄　　　　　

・山藤マサ子　・上田のり子　・武藤　一夫　　　　　

・澤村　清子　・松田　鶴治　・杉坂　幸雄　　　　　

社会奉仕の日に活動される老人クラブのみなさん



５

������������������������

社会福祉事業協助者

（個人の部）

・平野和嘉子　・山本　暁子　・山沢　美子

・北野　富子　・今田　貴士

（団体の部）

・上条給食ボランティア　　　・招き猫一座

小学生低学年部門

　最優秀賞　　　　石須　滉大（水橋西部小学校）

　優秀賞　　　　　久米　莉音（宮野小学校）

　ボランティア賞　野口茉里奈（大庄小学校）

小学生高学年部門

　最優秀賞　　　　若林　大悟（宮野小学校）

　優秀賞　　　　　眞門佑里香（新庄小学校）

　ボランティア賞　酒井　亮輔（浜黒崎小学校）

中学生部門

　最優秀賞　　　　森田　幸輝（片山学園中学校）

　優秀賞　　　　　大江　航平（上滝中学校）

　ボランティア賞　長治　遥斗（片山学園中学校）

高校生部門

　最優秀賞　　　　丸山　　勲（富山南高校）

　優秀賞　　　　　山崎　彩花（富山西高校）

　ボランティア賞　西山　美穂（富山南高校）

一般部門

　最優秀賞　　　　谷　　　幸

　優秀賞　　　　　町田スゞエ

　ボランティア賞　清水　剛志

ボランティア活動標語入賞者表彰

富山市社会福祉協議会長表彰

社会福祉事業関係者

・藤田　時雄　・面高　陸朗　・加藤　隆一

・布村　禎範　・山田　紀子　・坂上　�市

・坂井千津香　・松本キクヱ　・橋本　靜枝

・山崎江津子　・元尾　文子　・増山しず子

・大西　貞夫　・飯　甚一郎　・松本　　稔

　　　　　・松井　智子　・吉川　妙子　・杉政　紀一

　　　　　・永森　正春　・坂井　宏治　・長澤　敦子

　　　　　・田村　純輔　・長江　義明　・藤枝　　繁

　　　　　・竹内　節子　・小谷川雅美　・秋田　幸男

　　　　　・藤井　元子　・浦上エツ子　・飯田由紀子

　　　　　・度山　紀子　・平澤　隆子　・石田　昭盛

　　　　　・小森　　實　・大井不二子　・金尾　武志

　　　　　・土肥　靖子　・大井　忠則　・廣田　憲彦

　　　　　・杉森美音子　・中塩　典子　・�城ひろ子

　　　　　・岩城　宗昭　・舘森　禮子　・澤村　昭夫

　　　　　・田島　清美　・百澤　　武　・今井　庄作

　　　　　・鈴木　　修　・北森　秀子　・大門由美子

　　　　　・浅野　俊昭　・石動　孝文　・佐竹美智子

　　　　　・石動　邦子　・砂森　光枝　・田畑　　明

　　　　　・竹内　明治　・神埜　忠夫　・加賀　博行

　　　　　・城川　　勇　・花木と志子　・加藤　笑子

　　　　　・松村美枝子　・竹中真理子

保護司永年勤続

・�雄　瑞眞　・穴田　道男　・小幡　　駿

・兒玉　悦子　・吉村　忠雄　・巣山　一哉

・村家　　博　・九里　　勇　・堀井　貞夫

・平井　吉弘　・長谷川　潤

地域の給食ボランティア活動

地区社協のイベント参加協力
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　夏休みの２日間を利用して、高校生・大学生な

どを対象にボランティア入門講座を開催しました。

　１日目は、「障害理解と活動の留意点について」

の講義を聞き、２日目は作業所で利用者とともに

空き缶プレスの体験をしました。また、一緒に昼

食づくりや音楽療法士の指導による交流会も体験

し、楽しいひとときを過ごしました。

　参加した皆さんからは、「自分たちがボランティ

アとして参加したのに、障害者の皆さんにボラン

ティアしてもらった」、「一方通行ではなく、お互

いの心の交流ができ、障害への理解が深まった」

など感想が寄せられました。
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　今年も夏休みなどを利用して、高校生から社会

人までの244名の方が、サマーボランティア活動

にチャレンジしました。

　23回目を迎えた今回は、59ヶ所の社会福祉施

設などで汗を流しながら、さまざまな活動を体験

しました。

　毎年参加している方、全く初めてのボランティ

ア活動となる方、みんなそれぞれに不安と希望を

抱きながらの活動でした。

　参加者からは、「たくさんの笑顔とありがとうの

言葉をもらって元気になった」「進路選択の参考に

なった」「また

来年もぜひ参

加したい」など、

活動感想文か

らは「参加して

よかった」とい

う気持ちが伝

わってきまし

た。
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～割ばしのリサイクル～「使用済み割ばしの活用」
☆回収された割ばしのリサイクル
　製紙原料の一部となりコピー紙・ポスター・ティッシュなどに活用されています。

☆回収などにあたっての注意事項
　①混入してはいけないもの…竹ばし、塗りばし　②特に汚れていなければ、洗ったり、乾燥する必要はない。

　③送付は段ボール箱に並べて空間のないように詰める。工場までの送料は送り主が負担する。

☆富山県内の送り先　　中越パルプ工業株式会社　〒９３３‐８５３３　高岡市米島２８２　TEL：０７６６‐２６‐２４１７

※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「ちょぼら」をやってみませんか。

割ばし３膳（６本）で
ハガキ１枚または、Ａ４サイズ
のコピー用紙１枚に生まれ変
わるんだよ！！

　子育て中の親子を支援しようと、子育てに関心のある方

を対象に子育て支援ボランティア入門講座を開催しました。

　最近の子育てをめぐる現状の講義から始まり、身近な材

料で作るおもちゃ作りや、子育て支援ボランティアグルー

プ「ほたる」の実際の活動などを聞き、最終日には子育て

支援センターで実際にボランティア活動の体験をしました。

　受講者からは、「積極的に、子育て支援活動に参加したい」

という力強い声が聞かれました。
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““ちょっと緊張しながら活動開始です”ちょっと緊張しながら活動開始です”

““利用者さんと交流を深めた楽しいひととき”利用者さんと交流を深めた楽しいひととき” ““よいしょよいしょ��空き缶プレス体験”空き缶プレス体験”

身近なボランティア活動
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金銭預託

　個　人
池上　央哉（神 通 本 町）　　　高岡外喜雄（久　　　郷）　　　石森　誠治（東　福　沢）　　　谷為　玲子（神 通 本 町）
大花　祥甫（下　　　野）　　　中瀧　　弘（三 室 荒 屋）　　　河原　英三（安　田　町）　　　平野　英明（西田地方町）
中川　一郎（東　福　沢）　　　布村　一郎（神　通　町）　　　高柳　敏夫（高　畠　町）　　　貫場　宏治（東　福　沢）
中田　武志（岩 瀬 表 町）　　　網谷　　渥（高　畠　町）　　　前田　徳重（大山北新町）　　　宮城　吉雄（東 岩 瀬 町）
�田田鶴子（千　原　崎）　　　牧山　嘉行（　　牧　　）　　　水落　　仁（入　船　町）　　　金山　幸雄（蓮　　　町）
広島　義雄（婦 中 町 袋）　　　森田　陽子（岩瀬白山町）　　　勝岡　　弘（高　畠　町）　　　刑部　幸子（婦 中 町 袋）
小杉　敏子（岩瀬天神町）　　　樋口　善次（下　　　堀）　　　佐藤日出信（婦中町笹倉）　　　今井　正治（金 山 新 町）
斉藤　眞子（水 橋 市 江）　　　斉藤　与博（婦中町成子）　　　山崎　重一（草　　　島）　　　松倉　和子（水橋中大町）
藤井　勇吉（婦中町田島）　　　原崎　秀徳（金　山　新）　　　中山　厚子（水橋中村町）　　　数川　　晃（婦中町速星）
青木　善市（金　山　新）　　　伏見　敏久（文　珠　寺）　　　野村千絵子（婦中町笹倉）　　　立田　豊一（新　庄　町）
城野　義明（泉　　　町）　　　小嶋　敬二（金　沢　市）　　　才木　隆雄（秋　ヶ　島）　　　平崎和子・村上弘子（魚津市）
　団　体
デイサービス　シンフォニー（西荒屋）　水橋中部社会福祉劇団（水橋舘町）　イースタン自動車㈱（婦中町宮ヶ島）
富山富士通社員会（八尾町保内）　裏千家宮田社中更紗会（八尾町西町）　越中八尾ロータリークラブ（八尾町東町）
㈱エコハートプラザ（田中町） 　ほか匿名７件（個人および団体）

物品預託

　個　人
今田　貴士（山室）　匿名１件

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４月１日から平成19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）

　10月５日�、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、竹馬や昔遊び

などの体験コーナー、福祉施設など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が行われました。

　また、大相撲元関脇寺尾関の 錣山矩幸 氏（親方）を講師に迎え、
しころやまつねゆき

「私の相撲人生」と題し、記念講演会を開催しました。大相撲時

代の体験談や裏話などを語られ、会場を賑わせていました。

福祉のつどい福祉のつどい ～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～

　９月８日�、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73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。
　飲食、販売コーナーには、参加団体からの飲食物や施設オリジ
ナル商品、遊休品の販売に、多くの人たちが集まっていました。
　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。

第26回 富山市民ふれあい広場第26回　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～

芸能ボランティアによるフラダンス

����� �����

常に会場は笑い�失敗をバネに、熱く語られました。
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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

　富山市社会福祉協議会が運営するアミティ工房及びガラス工

芸共同作業所（障害者の共同作業所）では、オリジナルのクリ

スマス＆正月飾りの制作に取り組んでいます。

　アミティ工房ではクリスマスツリーや小物、正月飾りを、ガ

ラス工芸共同作業所ではクリスマスキャンドルやガラスの小物

を製作しています。価格は200円～1，500円前後で、手作りの優

しさや温かさが伝わると毎年好評を得ています。

　ご予約や商品に関するお問い合わせは下記までお願いします。

アミティ工房
�４２８－０３８０

ガラス工芸共同作業所
�４２８－９５１１

最長３ヶ月お使い頂けます。
～車いす貸出期間延長しました～

　一時的に車いすの必要な方に最長３ヶ月ま

で無料で車いすを貸し出します。

　市内にお住まいで、障害のある方や、高齢

のために車いすが必要になった方なら手帳を

持たない方にもお貸しします。富山市社会福

祉協議会の本所・支所で取り扱っていますの

で、在庫の有無を電話などでご確認の上ご利

用ください。

○問い合わせ先○
市社会福祉協議会本所（市今泉８３－１）

�４２２－３４００

　シルバー人材センターの会員がこれまでの経験や能力を活かし、皆さんの仕事のお手伝いをします。

　営利を目的としていない公益的・公共的な団体なので、ぜひ、ご活用ください。

◇皆さんのご家庭や事業所でお手伝いできる仕事はありませんか！◇

業務日時：月曜日～金曜日 ８：３０～１７：３０（祝日、１２月２９日～１月３日は休みます）�４４４‐５５３５富 山 本 所

�４６９‐０７７７婦中支所�４５４‐２８３６八尾支所�４８３‐４０４３大山支所�４６７‐３４６８大沢野支所

≪仕事を発注するには≫お気軽に電話または直接、シルバー人材センター本所・支所へお申し込みください。

≪入会説明会を開催しています≫

●開催日時
【富山本所】毎月第４月曜日　１３：３０～
【各 支 所】毎月第２月曜日　１３：３０～
　　　　　※当日が祝日の場合は翌日です。
※詳しくは、本所・各支所へお尋ねください
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◇あなたの経験・技能を活かしてみませんか！◇

　定年退職された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・短期的な仕事をしてみませんか。市

内在住で、60歳以上の健康で働く意欲のある方を募集します。

多くの会員を必要としていますので、ぜひ、ご加入ください。


