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細入地区社会福祉協議会主催のひとり暮らし高齢者招待事業が、「ゆーとりあ越中」で開催さ
れました。入浴や会食のあと「ミュージックボランティア赤とんぼ」の皆さんとハンドベルや
鳴子を手に歌ったり、軽く体を動かしたりして楽しい時間を過ごしました。
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「住み慣れた地域で安心して生活できる「住み慣れた地域で安心して生活できる」」
福祉のまちづくりを目指しま福祉のまちづくりを目指しますす

「「住み慣れた地域で安心して生活できる「住み慣れた地域で安心して生活できる」」
福祉のまちづくりを目指しま福祉のまちづくりを目指しますす

「住み慣れた地域で安心して生活できる」
福祉のまちづくりを目指します

平成２１年度 富山市社会福祉協議会の予算 総事業費７６９，１７９千円

目目目 標 及 び 事 業 計標 及 び 事 業 計 画画
  　地域福祉活動の推進とネットワークづくり
　１　地域住民が活動に参加し、地域の中でお互いが支え合い助け合いながら

地域福祉活動が進められるよう、小地域ネットワーク活動の充実に努めま
す。

煙地域福祉活動活性化事業　　　　煙地域ぐるみ福祉活動推進事業
煙地区社協育成事業　　　　　　　煙いきいきクラブ事業
煙地域福祉活動計画策定事業【新規】　 など
釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

　２　ボランティア活動への自発的な参加を促進するための啓発活動や情報提
供を充実させ、求められる福祉ニーズに対応することができるボランティ
アの育成等に努めます。

煙ボランティア活動の啓発　　　　煙ボランティア講座の開催
煙ボランティア情報紙の発行　　　煙サマーボランティア活動の実施
煙除雪ボランティア「おらっちゃ雪かき隊」の組織化　
煙ボランティアコーディネートシステムの構築【新規】　 など
釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

　３　総合的な地域福祉活動を推進するため、福祉関係団体とのネットワークづくりに努めます。
煙地域福祉部会、団体・施設部会の開催　　　煙福祉団体助成金事業の実施　など

  　地域住民の立場に立った福祉サービスの推進
　１　高齢者・障害のある人・児童等で支援を必要としている人へ、質の高い福祉サービス

を安心して利用することができるように努めます。
煙高齢者移送サービス事業　　　煙訪問介護事業　　　　　煙居宅介護事業
煙通所介護事業　　　　　　　　煙居宅介護支援事業　　　煙共同作業所の運営　など

　２　判断能力が十分でない認知症の高齢者及び障害のある人等の権利を擁護し、できる限り地域で自立した生
活が送れるよう支援に努めます。

煙日常生活自立支援事業　　　煙福祉後見サポート事業　など
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３
　３　地域住民からの様々な相談を受けることで福祉ニーズを把握し、自主事業や関係

者とネットワークを図ることで解決を図ります。
煙心配ごと相談事業　　　煙福祉用具サポート事業【新規】

釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

　４　福祉サービスを必要としている人が、適切なサービスの利用につながるよう適時
適切な情報提供を行っていきます。

　煙広報紙「ふれあいネットワークとやま」の発行　　　煙ホームページのリニューアル
　煙社協出前講座事業【新規】

釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫

  　地域住民の理解と参加による社会福祉協議会の基盤強化の推進
　１　地域住民に本会の行う事業活動を理解してもらうため、各種事業に多く

の地域住民が参加してもらえるように努めます。
煙福祉フェスティバルの開催　　　煙ふれあいフェスタ開催事業　など

　２　多様化する地域住民のニーズに適切に対応することができるよう、職員
の資質向上や適正配置に努めるとともに、社会福祉協議会の財政基盤の安定
を図り、地域住民が求める地域福祉活動を行うための財源確保に努めます。

煙職員研修の実施（社協職員レベルアップ研修）【新規】
釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫
煙会員の拡充　　　煙共同募金会配分金の活用　　　煙愛と誠銀行の活用　など
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 赤い羽根共同募金

　赤い羽根共同募金運動には、各ご家庭にお願いした個別募金をはじめ街頭募金、学校募金などで、多くの皆様
からたくさんの善意をいただき、ありがとうございました。お寄せいただいた赤い羽根共同募金は、富山県共同
募金会を通じて５月頃に福祉事業に配分されます。
　また、地域歳末たすけあい募金は介護を必要とされる高齢者、障害者など地域において支援を必要とされる
方々への見舞金や地域交流事業などに使われました。

平成２０年度「共同募金運動」の結果報告

歳末たすけあい募金 １歳末たすけあい募金　１４４，，２０６２０６，，０６６円０６６円
使 用 目 的

高齢者のために
 ８２件　６，７５７，０３３円
障害児・者のために
 ２３件　１，５０１，８００円
児童・青少年のために
 １５件　　９８５，４００円
住民全般のために
 ２２件　１，９３８，７００円
次年度配分事業 ３，０２３，１３３円

富　山 ７，１３５，４３０円
大沢野 １，５２３，９５７円
大　山 １，０２６，７１０円
八　尾 １，２０９，１４８円
婦　中 ２，７２０，１７１円
山　田 ２８２，０１３円
細　入 ３０８，６３７円

寄せられた募金の額

赤い羽根共同募金 ５２，１６６，２１９赤い羽根共同募金　５２，１６６，２１９円円
寄せられた募金の内訳

個別募金 ４５，２８６，３６５円
街頭募金 １５７，６７２円
法人募金 １，３１１，０００円
職域募金 １，３５９，１８８円
学校募金 １，５９１，４７６円
イベント募金 ３５，４３５円
その他 ２，４２５，０８３円

富　山 ４０，３３５，８７８円
大沢野 ２，６０２，５２４円
大　山 １，４９２，５９１円
八　尾 ２，８４０，８９２円
婦　中 ４，３６３，６６５円
山　田 ２５１，９７５円
細　入 ２７８，６９４円

寄せられた募金の額
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　団　体

呉羽校下ふるさと講座　梨宝夢くれは　呉羽消費生活グループ（呉羽）　 吉本㈱（五福末広町）　 日本エレクトロニクスサービス㈱

（五福末広町）　 富建設㈱（五福末広町）　 五福薬局（五福末広町）　 ショッピングセンターアリステナント会（五福末広町）

倉谷正一事務所（五福末広町）　 ㈱金谷工務店（五福）　 ㈱富山環境整備（下野新町）　 宝田装備（鵯島）　 ㈱共電（鵯島）

山口木材㈲（五福）　 美容室ソニア（五福）　 ㈲ミサワデンキ（五福）　 ㈲信地所（五福）　 ウエマツ建設工業㈱（鵯島）　 サー

パス新富山（鵯島）　 学校法人北日本自動車学校（五福）㈱堀江商会（五福）　 ㈲津田不動産（五福）　 増山電業㈱（五福）　 エ

ヌトラベル㈱（五福）　 北陸銀行五福支店（五福）　 北日本新聞五福販売店（五福）　 富山銀行五福支店（五福新町）　 山崎歯科

医院（五福新町）　 矢崎総業㈱北陸支店（五福新町）　 五福工業㈲（五福新町）　 松田電機商会（五福新町）　 ㈱エビスドーコー

ゲーシャ（五福新町）　 カネショウ水産㈱（五福）　 ローソン富山大学西門前店（五福）五楽旅館（五福）　 堀川南校下食生活改

善推進員（本郷町）　千歳ます寿司（鵯島）　サーパス五福（鵯島）　浅地内科医院（五福）　㈱西田幸樹園（金屋）　ライフ

サービス㈲（金屋）　 岡山鮮魚店（金屋）　 下野新壮寿会（下野新町）　 堀川町有志の会（堀川町）　 堀川南校下食生活改善推進員

（本郷町）　 八人町地区長寿会連合会（今木町）　 老田校区長寿会連合会（願海寺）　 富山傾聴ボランティアピアの会（下新本町）

餃子の王将（掛尾栄町）　 ステップ・ワン　ダンスサークル（富山市内）　 シティゴルフ同好会（松木）　 宗教法人　真如苑

（綾田町）　 北陸電力㈱富山火力発電所（草島字長井）　 大沢野美術協会（上二杉）　 真通寺門信徒（八尾町三ツ松）

　個　人

今田　貴士（山　　室）　 　坂林　憲義（婦中町安田）

　団　体

富山県保育士会（安住町）　 ピップトウキョウ株式会社（赤田）　 柳町校下天寿会（稲荷町）　 富山市そさい出荷組合協議会（新

桜町）　 なのはな農協青年部、女性部（豊田本町）　 老田校区長寿会連合会（願海寺）　 石田株式会社（掛尾町）　 横関　治（栄

町）

ありがとうございました。
　愛と誠銀行では、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ていま
す。みなさんの善意は、社会福祉活動に大きく貢献しています。平成２０年１０月
～１２月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）

善意のひろば
愛と誠銀行報告

　個　人

東　　基治（蓮　　町） 原﨑すみえ（金山新東） 遠藤　正春（　　森　　） 城石　泰民（永 久 町） 室林　義之（神通本町）

蓑輪富美子（東岩瀬町） 針木　和代（岩瀬新町） 秋本　美孝（下　　堀） 樋口　善次（下　　堀） 津根　良孝（五福末広町）

温井　　勲（　　森　　） 田伏　　實（岩瀬堺町） 岡本　秀世（蓮　　町） 犬島　敏明（五　　福） 木村えつ子（五　　福）

塩田　　繁（五　　福） 藤木　久利（水橋印田町） 上野　隆三（五　　福） 山下　　篤（月 岡 町） 馬場　　登（草　　島）

金田　幸二（本 郷 町） 大嶋　誠司（岩瀬諏訪町） 杉政　晴夫（栗　　山） 伊賀　　貢（五　　福） 山田　圭蔵（五　　福）

佐藤　圭子（蓮　　町） 大場　英和（森 住 町） 日合　　淳（岩瀬萩浦町） 坂田アツ子（金山新東） 山本美津雄（蓮　　町）

富塚　真一（岩瀬大町） 吉田　　弘（久　　郷） 早川　俊一（北郷中部） 飯野　邦雄（水橋東出町） 金木　清次（水橋清水堂）

水上　保廣（岩瀬新川町） 山本　宏治（蓮　　町） 安田　光男（　　森　　） 稲生　隆信（四方岩瀬定籍） 桑山　　修（　　森　　）

山口　康弘（大泉東町） 酒井美智子（古 志 町） 本間　一正（城 北 町） 滝澤　　昇（磯 部 町） 山本　　肇（笹　　津）

清水　英昭（東 福 沢） 松田　利光（東 福 沢） 

瀬戸　靖雄（東 福 沢） 山本　峰夫（亀　　谷） 

高杉　重雄（八尾町井田） 中島　　章（婦中町下条） 

大久保正克（婦中町下条） 酒井　雅志（婦中町下条） 

城山　　守（婦中町広田） 赤星吏恵子（婦中町笹倉） 

山崎　晴義（婦中町上田島） 吉﨑　晴彦（婦中町上吉川） 

平井　毬子（婦中町速星） 松元トミ子（立山町岩峅寺） 

匿名　６名

金銭預託

物品預託

　皆さまからの貴重な寄付金を受け、初釜
を開きました。
　春らしい主菓子や大福茶を、お年寄りや
障害者、子供もいっしょに楽しみました。
一足飛びに春が来たような気がしました。
　ありがとうございました。

（NPO法人しおんの家）
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平成２１年度　市ボランティアセンター開催事業一覧

〔障害者雪上探検ボランティア講座〕〔外出サポートボランティア入門講座〕

内　　　　　　　　容事業名・講座名開催日時

ボランティア活動についての講演会を開催
場所：サンシップとやま福祉ホール（安住町５－２１）
講師：常磐大学コミュニティ振興学部　教授　池田幸也　氏
演題：現代の縁結び　～ボランティア活動とその未来～

ボランティア研修会平成２１年
５／２１木

手話ボランティアの育成を目的に、聴覚障害者と手話で日常会話ができるま
での技術習得

手話基礎講座
　昼の部（木曜日全２５回）
　夜の部（木曜日全２５回）

５／２１木
～１１／１９木

手話ボランティアの育成を目的に、初めて手話を学ぶ方を対象に、手話であ
いさつや自己紹介程度の会話ができるまでの技術習得手話入門講座（火曜日全２０回）５／２６火

～１０／１３火

講義、演習を通して、相手の孤独感や不安感を軽減する傾聴ボランティア養
成講座傾聴ボランティア養成講座６／１０水

・１１木

傾聴ボランティア養成講座等を修了した方のスキルアップ講座傾聴ボランティア
フォローアップ講座６／１２金

音訳ボランティアの育成を目的に、音訳に関する基礎技術の習得音訳講座（水曜日全１０回）６／２４水
～９／２水

点訳ボランティアの育成を目的に、点訳に関する基礎技術の習得点訳講座（木曜日全１０回）６／２５木
～９／３木

団塊の世代といわれる方・ボランティア活動に関心のある方を対象に、自分
の経験や特技を活かしながら、ボランティア活動へのきっかけづくりを目的
に開催

ボランティア入門講座「自分
の力を活かそう講座」６月下旬

夏休みや夏季休暇を利用し、社会福祉施設でのボランティア活動体験を通し
て、社会福祉への理解と関心を高めてもらうことを目的に開催。希望の施設、
期間で５日間ボランティア体験を行う

サマーボランティア活動７月中旬
～８月末

親子で簡単なゲームや手品を習い、福祉やバリアフリーについて考え、ボラ
ンティアのきっかけづくりを行う講座親子ボランティア入門講座７月下旬

盲導犬歩行体験や車椅子体験、施設でのボランティア体験などを通してボラ
ンティア活動のきっかけづくりを行う講座

小学生・中学生
ボランティア入門講座７月下旬

要約筆記ボランティアの育成を目的に、要約筆記に関する基礎技術の習得要約筆記講座（全１０回）　９月上旬

高齢者や障害者の移動手段を確保し外出を支援することを目的に、車椅子の
扱い方・体験などを通してボランティア活動のきっかけづくりを行う講座

外出サポート
ボランティア入門講座１１月上旬

障害者が冬季間でも自然に親しむことができるように、講義やゲーム・雪上
ウォーキングの実践を通じてのボランティア養成講座　

障害者
雪上レク・ボランティア講習会

平成２２年
２月中旬

※募集等については「ふれあいネットワークとやま」「広報とやま」等でご案内します。
　詳しくは市ボランティアセンター（緯４２２－２４５６）又はお近くのボランティアセンターにお問合わせください。
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福祉のマメ知識

　３月１１日に地区社協会長や民生委員児童委員など福祉関係者を対象
にシンポジウムを開催しました。コーディネーターに富山短期大学宮
田伸朗教授、シンポジストに富山型デイサービスや地域包括支援セン
ター、地区社協の代表者並びに市社協職員で「住民のための社会福祉
協議会をめざして」というテーマのもと議論を行いました。今回話し

合った内容を参考にして、市社会福祉協議会で策定予定の地域福祉活動計画に反映していきます。

福福祉関係者シンポジウ福祉関係者シンポジウムム

ふれあい・いきいきサロンのすすめ
　地域では公民館などを利用して高齢者（児童も含む場合あり）が集まり、楽しくおしゃべりしたり、歌を
歌ったり、体操したりしています。参加すると次のような効果があります。

効果１

　会食、血圧測定、
保健指導を実施す
るときもあり、健
康や栄養について
意識する習慣がつ
きます。

効果４

　テレビの前に
ずっと座っている
生活からちょくち
ょく出かけるきっ
かけになります。

効果５

効果２ 効果３

　テレビと“にらめっこ”している高
齢者の皆さん、参加してみませんか？

お問合わせは
・地区社会福祉協議会　
・富山市社会福祉協議会
またはあなたの地区の
民生児童委員さんまで

　２月２５日から６日間、市民後見人養成基礎講座を開催しました。
　５９名の受講者は、成年後見制度に関する基礎的な知識を身につける
ための講義や具体的な後見人としての役割、職務についての演習を行
いました。今後、講座修了者で市民後見人を目指す方は、日常生活自
立支援事業の生活支援員業務などを通して、判断能力の低下した方へ
の対応を学ぶなど実務経験を１年以上積み、後見人候補として登録し
ていただく予定です。
※成年後見制度とは認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々の財産を管理したり、

様々な契約を結ぶことが難しい場合には、その代理など行う制度（日常生活支援事業はその中でも日常生
活上の金銭管理や福祉サービスの契約の代行のみなど一部の支援に限定した事業）。

市市民後見人養成基礎講座開市民後見人養成基礎講座開催催

　長寿ふれあいセンターでは、２月１９日～２５日までの５日間、高齢期
準備講座を行いました。ＰＰＫ（ピンピンコロリ）を目標に、「生きが
い」「健康」「死に備えて」をテーマに学びました。これからはじめる
趣味の園芸（蘭）では、肥料のやり方やかかりやすい病気についてな
ど実際のものを見たり、さわったり、においを嗅いだりしながら学び
ました。また遺言状の書き方では、「どんな紙とペンを使えばいいの？」
など具体的な質問がでたり、皆さん真剣に聞いておられました。

高高高齢期準備講座開齢期準備講座開 催催

　サロン運営に参
加者自体が関わる
ので生きがいや参
加意欲を高めます。

　会場に向かうだ
けで体を動かした
ことになります。

　人と会い、会話
することで脳に刺
激がいき、認知症
予防になります。
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富山市大沢野高齢者いきがい工房「いきがいづくり教室受講生募集」
　６０歳以上の高齢者を対象にもの作りを通じた「いきがいづくり」の各種講座をおこなっています。
楽しい講座ばかりですので、ぜひ受講ください。

＜受講に際して＞　
★受講対象は富山市在住の６０歳以上の方
です。

★受講料は年額１教室５，０００円です。
★年間の受講期間は５月～翌年３月です。
　（月２回程度、途中からの受講も可能で
す。）

★受講は申込み順です。
★１度受講された方でも何度でも受講で
きます。

＜申込み先＞
大沢野高齢者いきがい工房（春日１０９－１）
緯　０７６－４６８－７２２２　ＦＡＸ　０７６－４６８－７２１１

定員（申込順）受講の曜日・時間教　室　名

１０人月１３：３０～１５：３０木工初級教室

木工初級修了者に限る水１３：３０～１５：３０木工中級教室

木工中級修了者に限る木１３：３０～１５：３０木工上級教室

１０人月１０：００～１２：００木彫初級教室

木彫初級修了者に限る火１４：００～１６：００木彫中級・上級教室

１０人火１３：３０～１５：３０伝承技法教室

１０人金１３：３０～１５：３０ステンドグラス教室

１０人木１３：３０～１５：３０サンドブラスト教室

１０人水１３：３０～１５：３０革工芸教室

詳しくは、申込み先までお気軽にお電話ください。
お待ちしております。見学も自由です。

ボランティア講演会の
お知らせ

ボランティア活動について、一緒に考えてみませんか！
現在活動中の方、ボランティアに関心がある方、参加をお待ちしています。
ボランティア相談会（ボランティア活動保険・疑問や質問・情報の提供など）も併せて開催します。

あなたもボランティア活動に参加してみませんか!!
日　　時　平成２１年５月２１日木　１４：００～１５：３０
会　　場　サンシップとやま　１階　福祉ホール（安住町５番２１号）
講　　演　演題：現代の縁結び　～ボランティア活動とその未来～
　　　　　講師： 常磐 大学コミュニティ振興学部　　教授　

と き わ

 池  田 　
いけ だ

 幸  也 　氏
ゆき なり

参 加 費　無料
問合せ先　市ボランティアセンター（緯４２２－２４５６）または各ボランティアセンターまで

池田　幸也　氏プロフィール
　学生時代のボランティア活動がきっかけとなり、その教育的意義に注目するよ
うになる。小・中・高等学校での２０年余りの教員生活を経て、２０００年より常磐大
学コミュニティ振興学部・助教授。その間、１９８２年には「全国ボランティア学習
連絡協議会」（現日本ボランティア学習協会）の結成に参加。
　現在「ボランティア論」「ボランティア学習論」「福祉教育法」などを担当する
かたわら、茨城大学教育学部や自治医科大学で非常勤講師としても活躍中。
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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０７６－４６７－１２９４　FAX０７６－４６８－３５６３

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０７６－４５４－２３９０　FAX０７６－４５４－２３９０

山田
支所

〒９３０‐２１９８　富山市山田湯７８０番地
（山田総合行政センター内）

緯０７６－４５７－２１１３　FAX０７６－４５７－２２５９

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０７６－４８３－４１１１　FAX０７６－４８３－４１５５

婦中
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）

緯０７６－４６９－０７７５　FAX０７６－４６９－０７７９

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０７６－４８５－９００８　FAX０７６－４８５－９２００

〒９３９‐８６４０　富山市今泉８３番地１
（市総合社会福祉センター内）

緯０７６－４２２－３４００　FAX０７６－４９１－２４３３
緯０７６－４２２－２４５６　FAX０７６－４２２－２６８４（市ボランティアセンター）

 　  　富山市社会福祉協議会社会福祉
法 人 （本所）

平成20年度除雪ボランティア
「おらっちゃ雪かき隊」たくさん
の登録ありがとうございました

　除雪ボランティア「おらっちゃ雪かき隊」
ボランティア募集では、５０団体（３０５人）、
個人１６人の皆さんにボランティア登録をい
ただき誠にありがとうございました。ここ
に厚くお礼申しあげます。
　おかげをもちまして無事事業が終了し、
ボランティア依頼者の方々からも多くの感
謝の言葉がよせられています。
　今後とも、本会の事業について、一層の
ご理解とご協力を賜りますようお願いいた
します。

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時
の補償のためにボランティア活動保険への加入をおすすめ
しています。
加入対象…社会福祉協議会およびその構成員・会員ならび

に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。

加入期間…加入申込手続きが完了した日の翌日から年度末
まで

◎例えば…
　・ボランティア活動中に転んでケガをした。
　・ボランティア活動に向かう途中交通事故にあった。（傷
害事故）

　・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）

　補償内容など詳しくは市社会福祉協議会ホームページを
ご覧ください。（http://www.cap.or.jp/fureai/）
お問い合わせ及び申し込みは
　市ボランティアセンター（緯４２２－２４５６）
　または各ボランティアセンターまで

　現在、日常生活の心配ごと・悩みごとを持つ人々が解決策を見出せるよう専門相談員や民生委
員児童委員が主体となり、相談所を開設しています。また弁護士による法律相談（事前予約要）
も実施しています。今年度より一部の地域において相談日、相談時間の変更があります。下記内
容をご確認のうえご利用ください。（　　　が変更点です。）
　詳細は市社会福祉協議会本所・支所へお問い合わせください。

法　律　相　談一般相談相　談　所　名
毎週金曜日 １３：００～１５：３０
予約受付は、前日の木曜日９：３０～１５：００（電話予約制）

毎週月～金曜日
９：３０～１５：３０

中央心配ごと相談所　市総合社会福祉センター内
（今泉８３－１） 緯　４２２－３４００

第１木曜日１３：３０～１５：３０（電話予約制）第１木曜日
９：３０～１５：３０

呉羽地区心配ごと相談所　呉羽会館内
（呉羽町２９２０番地） 緯　４３６－５１７１

第２木曜日１３：３０～１５：３０（電話予約制）第２木曜日
９：３０～１５：３０

北部地区心配ごと相談所　岩瀬公民館内
（岩瀬御蔵町１） 緯　４３７－９７１５

第３木曜日１３：３０～１５：３０（電話予約制）第３木曜日
９：３０～１５：３０

水橋地区心配ごと相談所　水橋西部公民館内
（水橋辻ヶ堂１２９－１） 緯　４７８－１１３１

第４月曜日１３：３０～１５：３０（電話予約制）毎週木曜日
１３：３０～１６：００

大沢野支所心配ごと相談所　大沢野健康福祉センター内
（春日９６－１） 緯　４６７－１２９４

第１火曜日１３：３０～１５：３０（電話予約制）毎週金曜日
１３：３０～１６：００

大山支所心配ごと相談所　大山地域市民センター内
（上滝５２３―１） 緯　４８３－４１１１

第２水曜日１３：３０～１５：３０（電話予約制）第１、４水曜日
１３：３０～１６：００

八尾支所心配ごと相談所　八尾健康福祉総合センター内
（八尾町福島２００番地） 緯　４５４－２３９０

第１、３月曜日
１３：３０～１６：００

婦中支所心配ごと相談所　婦中保健福祉センター内
（婦中町羽根１１０５番地） 緯　４６９－０７７５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心　配　ご　と　相　談　所　か　ら　の　お　知　ら　せ


