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新庄北社会福祉協議会
児童と１２３㍍の花壇を花いっぱいに

　新庄北小学校は、平成２２年に新庄小学校から分離して
開校しました。そこで、児童が新しい仲間と絆を深める
きっかけにしようと、新庄北社協役員が中心になって花
と緑の銀行や各種団体の協力を得て、学校周辺を花で彩
ると共に、学校脇の中川土手に花壇を造り、児童に世話
をしてもらい異世代交流を図っています。
　この花壇は、間伐材や竹で枠を組んで整備し、児童と共
にコスモスやサルビアなどの苗を植えました。夏から秋
にかけて様々な花が咲き住民に楽しんでもらっています。
　今年は、更にグレードアップして１５００株以上の花を咲
かせ市のコンクールで優良賞をいただきました。

桜谷社会福祉協議会

　桜谷地区では、一人暮らし高齢者の方々に「家庭的な
雰囲気を味わってもらう」ことを目的として月２回「食
事会」を開催しています。普段は数人が町内の自治公民
館に集まったり、個人宅で食べたりしていますが、１年
に１回は合同で食事会を開いています。
　今年度は、呉羽山老人福祉センター福寿荘で開催しま
した。「何年も会っていない友達に会えた。懐かしくて
子供の事や体のことなど沢山話が出来て嬉しかった」「ピ
アノに合わせて唱歌を歌った。学校で歌った事を思い出
し懐かしかった」など大変好評でした。

一人暮らし高齢者合同食事会
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この広報紙は共同募金の助成金と社会福祉協議会会費などにより発行されています。
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運動期間　１０月１日～１２月３１日
平成２４年度　富山市の目標額

５２，６４２，０００円（一般募金）

「じぶんの町を良くするしくみ」
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赤い羽根共同募金は、高齢者、障害者、子どもたちなどへの
地域の福祉活動を支援する募金です。

災害時には「災害ボランティアセンター」の設置や運営など、
被災地支援にも役立っています。

誰もが住みやすく安心した町づくりを実現するために、
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。

葛地域で集まった募金の約６０～７０%は、富山市の福祉活動に使われています。
　集まった募金は、富山県共同募金会に集約され、県内の共同募金委員会を通じて富山県内の民間社会福祉施設
や各種団体に助成されます。富山市内で集まった募金の約６０～７０％は、富山市内で使われています。残りは、富
山県内の複数の市町村にまたがるような広域的な福祉活動に使われています。

葛助成額を決めてから募金（寄附）を集める仕組みです。
　共同募金は、地域ごとの使い道や集める額を事前に定めて、募金を募る仕組みです。これを「計画募金」と呼
び、「助成計画」を明確にしています。また「助成計画」があるからこそ、１世帯当たりの目安額などを定めて募
金を集めることができます。

葛災害にも共同募金は使われています。
　大規模な災害が起こった際のそなえとして、富山県共同募金会では、募金額の一部を「災害等準備金」として
積み立てています。この積み立て金は、大規模災害が起こった際に、災害ボランティア活動支援など、被災地を
応援するために使われています。東日本大震災では積立金の中から１１，２３６千円を拠出しました。

福祉施設・団体・社会福祉協議会などから助成申請を受付４月
↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請内容の調査・検討５月
↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

助成案の承認・助成計画策定・目標額決定７月
↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

募金運動実施１０～１２月
↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福祉施設・団体・社会福祉協議会などへ助成５月

共同募金の仕組み

【共同募金のスケジュール】



3
平成２４年（２０１２年）１０月２０日

赤い羽根共同募金は、地域の福祉活動のために有効に使われています

　昨年、みなさんから寄せられた心温まる寄附金の内、２９，０１３千円が富山市内の民間社会福祉施設や各種団体に
助成され、福祉団体活動や市内８０地区社会福祉協議会の地域福祉活動に役立てられています。

共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、寄附に対する
『優遇措置の対象団体』になっています。

法人の寄附　株式会社などの法人の寄附は、法人税法により「全額損金参入」することができます。
個人の寄附　【所得税】に係る寄附金控除額は、下記の２通りから選択できます。
　　　　　　　　　　　Ａ：税額控除
　　　　　　　　　　　　｛寄附金額（年間所得の４０％を限度とする額）－２千円｝×４０％
　　　　　　　　　　　　　※上記の合計額は、所得税額２５％を限度とする額
　　　　　　　　　　　Ｂ：所得控除
　　　　　　　　　　　　　寄附金額（年間所得の４０％を限度とする額）－２千円
　　　　　　【住民税】に係る寄附金控除額は
　　　　　　　　　　　　｛寄附金額（年間所得の３０％を限度とする額）－２千円｝×１０／１００

親子でのケーキ作り（母子寡婦学級）
富山市母子寡婦福祉連合会

中学生生活体験発表大会
富山市保護司会

助 成 施 設 ・ 団 体 の 金 額 （平成２４年度事業）

７０，０００福祉講演会１施設身体障害者福祉施設

５００，０００保育の出前講座、リーダー研修会など３団体児童福祉関係団体

４００，０００寡婦学級、母子寡婦ふれあい教室など１団体母子福祉関係団体

５８０，０００地域交流推進事業、練成会、機能訓練事業など５団体身体障害者福祉関係団体

４５０，０００自立促進活動、交流会など１団体知的障害者福祉関係団体

２１２，０００医療相談会、機能訓練事業など３団体保健福祉関係団体

１８０，０００更生保護事業など２団体更生保護関係団体

４００，０００部会活動研修事業１団体生活援護関係団体

２６，２２１，０００

４，８００，０００広報活動事業

１団体市社会福祉協議会

７５９，０００ふれあいサロン普及事業

１３，７２０，０００地域福祉活動活性化事業

２，８９６，０００ふれあいフェスタ開催事業

１，２２９，０００ボランティア啓発事業

１５９，０００福祉用具サポート事業

９９０，０００ささえあいネットワーク活動事業

１，６６８，０００お買い物バス「あいネット号」事業

２９，０１３，０００　合　計　　　　（１８施設・団体）

（単位：円）
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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、
社会福祉活動に大きく貢献しています。
　平成２４年６～８月までに預託いただいた方は次のとおりです。（敬称略・順不同）

物品預託

金銭預託 ○個　人
山口　康弘（清 水 町）　 　米田江美子（広　　田）　 　田島　正雄（水橋中部）
吉村　正文（野　　積）　 　岸本　弘一（東　　部）　 　千石　悦子（草　　島）
馬場　智宏（草　　島）　 　坂林　憲義（朝　　日）　 　尾谷さち子（萩　　浦）
針原　博良（神　　明）　 　野村　　徹（岩　　瀬）　 　田中喜代美（朝　　日）
冬木　久文（萩　　浦）　 　馬渕　芳雄（上　　条）　 　井澤　清信（新　　保）
中山　博昭（音　　川）　 　山崎　　賢（岩　　瀬）　 　三浦　省己（萩　　浦）
大場　　進（草　　島）　 　埜田　　諭（朝　　日）　 　山城　篤志（柳　　町）
前崎　東一（萩　　浦）　 　五十嵐富雄（草　　島）　 　森野　娃子（上　　滝）
古村　　知（豊　　田）　 　田尻　太一（岩　　瀬）　 　四十物秀紀（愛　　宕）
野田　昭子（山室中部）　 　常川　和夫（水橋中部）　 　萩野　滋一（岩　　瀬）
亀田　雄二（萩　　浦）　 　舟瀬　則正（音　　川）　 　清水　信之（安 野 屋）
水上　　勝（岩　　瀬）　 　草野　保廣（草　　島）　 　山元　正気（大　　山）
児島　瑞生（萩　　浦）　 　池田　昭弘（萩　　浦）　 　山田　房子（安 野 屋）
黒田　幸子（草　　島）　 　田島　邦生（萩　　浦）　 　藤記　孝義（音　　川）
遠藤よしい（四　　方）　 　白野　清司（萩　　浦）　 　永井　豊次（宮　　川）
天野　英典（愛　　宕）　 　黒瀬　仁一（岩　　瀬）　 　増山　重臣（婦中熊野）
匿名（７名）

○団　体
　富山西ロータリークラブ（八人町）　 　富山市ボランティア連絡協議会（堀川）
　八尾町茶道裏千家宮田社中更紗会（八尾）　 　富山南老人福祉センター（堀川）
　三菱ふそう労働組合本社支部（神奈川県川崎市）

○個　人
　今田　貴士（山　　室）

○団　体
　越中八尾ロータリークラブ（保内）　 　明るい社会作り法輪クラブ（大沢野）

　富山市愛と誠銀行では、個人・法人等からの寄附を募集しています。寄せられた寄附については、法人格を有
しない任意団体が社会福祉を目的とする活動に対して助成しています。このほか、皆様から寄せられた寄附は指
定寄附（※）をすることができます。
※指定寄附とは…寄附者が寄附先を指定することです。

【税制上の優遇措置】
　富山市社会福祉協議会は、税額控除対象法人としての証明を受けており、本会へ
の寄附金は確定申告によって、所得税の寄附金控除（又は税額控除）及び市・県民
税の寄附金税額控除の双方の適用が受けられます。

富山市愛と誠銀行では社会福祉に役立てる寄附を募集しています

皆様からの温かいご支援・ご協力をお願いいたします。
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車いすの扱い方（体験）や高齢者疑似体験を行いたい

　手話や点字について理解を深めたい
　障害者への理解を深めたい

　ボランティア活動について知りたい　　など
富山市社会福祉協議会（富山市ボランティアセンター）では富山市内の小・中学校、高校の児童・生徒

釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

または地区社協を対象に福祉の講師を派遣し、福祉への理解と関心を深めてもらうため
釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

「福祉の講師派遣事業」を実施しています。

☆講　師：障害者団体やボランティア団体などから派遣します。１回の講座は約１時間です。
☆経　費：講師派遣に関わる経費は富山市社会福祉協議会が負担します。（初回のみ）
　　　　　消耗品や賃借料などの経費は依頼者で負担していただきます。
☆問い合わせ・申し込み先：富山市社会福祉協議会　　緯　４２２－２４５６　　FAX　４２２－２６８４

　夏休みに、中学生のボランティア活動参加へのきっかけづ
くりと福祉への理解を目的に大山地域市民センターや地域の
福祉施設で中学生ボランティア入門講座を開催しました。
　午前中は、ボランティアグループの活動の話や福祉施設で
ボランティア体験し、午後からは音楽療法士の指導のもと、
パラバルーンや鳴子を使って障害者の方と交流しました。参
加した生徒からは、「いろんなボランティアがあることがわか
った」「何かしたい」などの感想がよせられました。

富山市ボランティアセンター
http://www.toyamacity-vc.jp/

　芝園小学校には富山県理学療法士会から講師が派遣され
“高齢者疑似体験”を通して高齢者へのいたわりの心・思
いやりの心を育むための授業が行われました。
　始めに、理学療法士の林さん、岸さんから疑似体験グッ
ズ取り扱いについての説明を受け、さっそく体験を開始。
手や足に重りを装着し、特殊なメガネを掛け、重りの入っ
たチョッキを着て、字を書いたり、ボール投げをしたり高
齢者の日常動作を体験しました。子供たちからは、「動き
にくく、字も書きづらい。色も違って見える。お年寄りは
大変だと思った。」などの感想が聞かれました。講師の方
からは、「急に年を取るのではなく、徐々に体に変化が訪
れます。高齢者の大変さが分かってもらえたと思います。
やさしい心や気づかう心をもってもらえたらと思います」
と話されました。

　老田小学校には“全盲プロピアニストＹＯＵＴＡさん”
が派遣され、視覚障害者の生活について理解を深めるとと
もに、プロの演奏を楽しみました。
　目が不自由な人の生活を具体的に話され「歩くことは少
し遅いけど、その他はみんなと同じ。算数が苦手というこ
とと同じで、見ることが少し苦手なだけです。音楽もスポ
ーツもテレビゲームも楽しんでいます。」「目が不自由な人
が困っているようだったら、声を掛けてほしいです」と話
され、ＹＯＵＴＡさんのオリジナル曲やアニメソングをピ
アノで演奏されました。
　子供たちからは、「鍵盤が見えないのにどうしてピアノが
弾けるの？」「白杖が壊れたらどうするの？」等の質問が
されました。「目が不自由とは思えない。ピアノも弾けて
すごいと思った」との感想が聞かれました。

中学生ボランティア入門講座開催

パラバルーンで交流
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ふれあいフェスタ 4会場で開催しましふれあいフェスタ　4会場で開催しましたた
参加協力していただいた皆さんありがとうございまし参加協力していただいた皆さんありがとうございましたた
ふれあいフェスタ 4会場で開催しましふれあいフェスタ　4会場で開催しましたた

参加協力していただいた皆さんありがとうございまし参加協力していただいた皆さんありがとうございましたた
ふれあいフェスタ　4会場で開催しました

参加協力していただいた皆さんありがとうございました
　市内４会場で、福祉団体、ボランティア団体、施設・作業所、市社協の活動を紹介し、福祉への関心や理解を
深めるため、福祉イベント（ふれあいフェスタ）を開催しました。会場には、たくさんの方が訪れ楽しく交流し、
ふれあいの輪を広げました。

～商工・福祉の協働～
　上滝中央商店街や街かどサロンよってかれ家において「大山ふれ
あい開運まつり」が開催され、商工会関係者やボランティアグルー
プ、上滝地区社協、大山地域包括支援センター、福祉施設が参加し
大いに賑わいました。社協大山支所テントでは、ヨーヨー釣り、綿
菓子、共同募金赤い羽根のお店やバルーン体験、手話などのコーナ
ーで和やかに交流が図られました。

大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大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いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭大山ふれあい開運祭りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり １０月１３日土
（場所：上滝中央商店街）

　地区社協や民生委員児童委員協議会など福祉に関する５５団体
が参加し、訪れた多くの方と交流し、ふれあいの輪を広げまし
た。
　会場では、市社協の活動を紹介したパネル展示をはじめ、た
こ焼きやジュースなどの飲食、オリジナル品やリサイクル品な
どの販売、車椅子や手話などの体験、フライングディスクや輪
投げなどのレクリエーション体験があり、たくさんの方で賑わ
いました。

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回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いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広第３１回富山市民ふれあい広場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場 ９月１５日土
（場所：富山駅北親水広場）

『ひと　まち　元気　やつお』をテーマに、地
区社協をはじめ３０団体が参加し、雨模様にもか
かわらず、訪れた多くの方でにぎわいました。
　炊き出し実演や福祉用具・防災グッズ展示コ
ーナー、大声コンテストの他、ステージ発表で
は、樫尾小・八尾高校によるボランティア活動
発表、吹奏楽演奏があり、住民が福祉について
楽しみながら理解を深めました。

ややややややややややややややややややややややややややややややややや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いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェススススススススススススススススススススススススススススススススステテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィ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やつおふれあいフェスティバ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 ９月２３日日
（場所：八尾健康福祉総合センター）

警察犬デモンストレーション 演歌メドレーを楽しみました

　大沢野地域の地区社協や福祉関係団体、八尾高校生など大勢のボ
ランティアの協力により開催しました。
　ステージショーでは、大沢野中学校吹奏楽部の演奏に始まり、セ
ーナー苑の和太鼓などで会場を盛り上げました。また、たこ焼きや
どら焼きなどの模擬店をはじめ、フライングディスクやヨーヨー釣
りなどの子ども祭りコーナー、災害時の非常食コーナーや地区社協
活動をパネルで紹介するコーナーなど多彩な催しを行い、多くの市
民の方々に楽しんでいただきました。

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こここここここここここここここここここここここここここここここここややややややややややややややややややややややややややややややややや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♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥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いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェすこやか♥ふれあいフェアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア １０月７日日
（場所：大沢野健康福祉センター）

うまいこと
はいるかな
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ふれあいサロン研修会を開催しましふれあいサロン研修会を開催しましたた
　富山県レクリエーション協会のインストラクターを
講師に迎え、市内５ヶ所でふれあいサロン研修会を開
催しました。体操や簡単な道具を使ったゲームのほか、
自分たちのサロンで行うときのアレンジ方法など、サ
ロン活動で役立つ実技を教わりました。
　参加者の皆さんからは「楽しかった」「自分のサロ
ンでもぜひやってみたい」という声が聞かれ、有意義
な研修会となりました。

長寿ふれあいセンタ長寿ふれあいセンターー
同好同好会会「脳活 なぞかけ教室「脳活　なぞかけ教室」」
を立ち上げました!を立ち上げました!!!

８月２９日　八尾健康総合福祉センターにて

特殊ベッド・車いす等一般的な福祉用具で、使用可能なもの。
※損耗が激しく、修理が必要なものや衛生面・安全面に問題があるものは対象となりません。

情報提供できる福祉用具

①　登録…譲りたい人、譲ってほしい人それぞれが富山市社会福祉協議会に登録
　　　　　◇福祉用具を譲りたい人
　　　　　　福祉用具は使用可能なもので、無料で提供していただけるもの。
　　　　　◇福祉用具を譲ってほしい人
　　　　　　譲受に伴う諸経費（運搬・修理・消毒など）を負担できる人
②　連絡・紹介…譲りたい人と譲ってほしい人の福祉用具が一致したら、双方へ連絡します。
③　引き渡し…双方が話し合って、交渉が成立した場合は直接やりとりを行います。

利用方法

『譲ってほしい』情報『譲りたい』情報
地　区規　格　等品　名地　区詳細情報品　名
八人町介助式車いす

新庄
寸法幅５０㎝×全高８０㎝
たたんだ時の幅４５㎝×高さ最短で７０㎝
２㎝きざみで調節可能　色シルバー

歩行器 豊田スロープ：移動可能スロープ
広田介助式車いす
保内自走式車いす

針原
寸法幅２１０㎝×全高８５㎝
床からベッドまで３７㎝　
手すりの幅８５㎝×高さ４２㎝

手動式
ベッド 婦中熊野電動式ベッド

針原自走式車いす

開　　催　　毎月第２土曜日
　　　　　　（午前９時３０分～１１時３０分）
開催場所　　富山市総合社会福祉センター
対　　象　　市内在住の６０歳以上の方
活動内容
テレビやラジオで見聞されるような、なぞかけ問
答や、中抜けクイズなどで、会員同士が交流し楽
しみましょう!

問い合わせ　　長寿ふれあいセンター 　 緯４２２－３４００
　　　　　　（富山市社会福祉協議会内）

ことば遊びで脳を活性化
なぞかけに興味のある方、参加してみませんか？

登録情報 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成２４年１０月１日現在）

不要になった福祉用具の情報を広く提供し不要になった福祉用具の情報を広く提供し、、再利用してもらうことで福祉用具の再利用してもらうことで福祉用具の
有効活用を図ることを目的に「福祉用具サポート事業」に取り組んでいます有効活用を図ることを目的に「福祉用具サポート事業」に取り組んでいます。。

☆利用を希望される方は富山市社会福祉協議会へ　　緯４２２－３４００

輪にした紙テープを
みんなで早くまわし
てみましょう!!
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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４６７－１２９４　FAX４６８－３５６３

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４５４－２３９０　FAX４５４－２３５６

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４５７－２１１３　FAX４５７－２２５９

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４８３－４１１１　FAX４８３－４１５５

婦中
支所

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

緯４６９－０７７５　FAX４６９－０７７９

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４８５－９００８　FAX４８５－９２００

〒９３９‐８６４０　富山市今泉８３番地１
（富山市総合社会福祉センター内）

緯４２２－３４００　FAX４９１－２４３３
 　 　富山市社会福祉協議会社会福祉

法 人

富山市ボランティアセンター 緯４２２－２４５６　FAX４２２－２６８４

本所

生活上のあらゆる心配ごとの相談に応じています。お気軽にご相談ください。
相談所は８ケ所あり、いずれも無料・秘密厳守です。
富山市民の方であれば、住んでいる地域にかかわらず、どこの相談所でも利用できます。

【法律相談】
弁護士が相談に応じます

予約が必要です。相談時間は３０分間です

【一般相談】
相談員が相談に応じます
予約はいりません

平成２４年１１月～平成２５年１月の相談日

時　間相　談　日時　間相　談　日場　　所　（住所）相談所名
１３：００～１５：３０
（開催前日の９：３０
から電話にて予約）

１１月２日・９日・１６日・３０日
９：３０～１５：３０

毎週月～金曜日
（ただし、祝休日・年末年始
は除く）

総合社会福祉センター
（今泉）

緯４２２－３４００
中 央 １２月７日・１４日・２１日

１月１１日・１８日・２５日

１３：３０～１５：３０
（電話にて予約）

１１月１日
９：３０～１５：３０

１１月１日
呉羽会館（呉羽町）

緯４３６－５１７１呉 羽 地 区 １２月６日１２月６日
１月２４日１月２４日

１３：３０～１５：３０
（電話にて予約）

１１月８日
９：３０～１５：３０

１１月８日
岩瀬公民館（岩瀬御蔵町）

緯４３７－９７１５北 部 地 区 １２月１３日１２月１３日
１月１７日１月１７日

１３：３０～１５：３０
（電話にて予約）

１１月１５日
９：３０～１５：３０

１１月１５日水橋西部公民館
（水橋辻ケ堂）
緯４７８－１１３１

水 橋 地 区 １２月２０日１２月２０日
１月１７日１月１７日

１３：３０～１５：３０
（電話にて予約）

１１月２６日
１３：３０～１６：００

１１月１日・８日・１５日・２２日・２９日大沢野健康福祉センター
（春日）

緯４６７－１２９４
大沢野支所 １２月１７日１２月６日・１３日・２０日・２７日

１月２８日１月１０日・１７日・２４日・３１日

１３：３０～１５：３０
（電話にて予約）

１１月６日
１３：３０～１６：００

１１月２日・９日・１６日・３０日大山地域市民センター
（上滝）

緯４８３－４１１１
大 山 支 所 １２月４日１２月７日・１４日・２１日・２８日

１月１５日１月４日・１１日・１８日・２５日

１３：３０～１５：３０
（電話にて予約）

１１月１４日
１３：３０～１６：００

１１月７日・２８日八尾健康福祉総合センター
（八尾町福島）
緯４５４－２３９０

八 尾 支 所 １２月１２日１２月５日・２６日
１月１６日１月９日・２３日

１３：３０～１６：００
１１月５日・１９日西保健福祉センター

（婦中町羽根）
緯４６９－０７７５

婦 中 支 所 １２月３日・１７日
１月７日・２１日

心配ごと相談所のご案心配ごと相談所のご案内内心配ごと相談所のご案内

●●●●『福祉推進員』をテーマにシンポジウム開催!!●●●●
　地域福祉の推進を目的に、地区社協の役員等を対象に「地域リーダー研修会」を開催します。
　今年は「福祉推進員」をテーマにシンポジウムを開催しますので、福祉推進員として活動をしておられる
方や地区社協で福祉推進員の設置を検討している地区社協の方々等の参加をお待ちしています。

　◆日時・場所

　　　○平成２４年１１月２０日火　１３：３０～１６：３０　
　　　　富山市婦中ふれあい館（婦中町砂子田１－１）１階ホール

　　　○平成２４年１１月３０日金　１３：３０～１６：３０
　　　　　　岩瀬カナル会館（岩瀬天神町４８）２階　大ホール
　◆申し込み・詳細については、富山市社会福祉協議会　緯４２２－３４００　まで


