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命のバトン事業ネットワークの構築
　倉垣校下では、平成２５年２月から、高齢者や希望者を対
象に医療情報を冷蔵庫に保管する「命のバトン事業」をス
タートしました。
　病気やけが等で緊急搬送されるとき、本人の医療情報等
が救急隊員に正しく伝わるように「安心安全カード」を作
成し、校下で安心して暮らしていくことを支援します。
　住民は、持病や病歴、常用薬、かかりつけ医等を記載し
た「安心安全カード」を専用の筒に入れ、冷蔵庫に保管し
ます。ドアにはマグネットのマークを貼り、救急隊員に保
管場所を示します。現在、校下の高齢者の１／３にあたる
約３００名が登録されています。

倉垣校下社会福祉協議会

堀川校下社会福祉協議会

高齢者ふれあい行事
　堀川校下社会福祉協議会では、一人暮らし高齢者などの方々を
対象とした「ひな祭りコンサート」を民生委員・児童委員協議会
の協力により、毎年開催しています。今年は２月２８日木、堀川公
民館で開催しメゾソプラノ堀江季理子さん（堀川校下在住）の歌
唱と、林亜希子さんのピアノ伴奏により、“おぼろ月夜”“春よ来
い”“四季の歌”など懐かしい曲が次々と披露され、例年よりも
多い１００人以上が参加されました。みんなで一緒に歌い、むかし
の思い出を語り合うなど楽しいひと時を過ごすことができました。
　堀川校下社会福祉協議会では、このほかにも「七夕ふれあい交
流会」「校下敬老の会」「楽しい健康体操」など地域の皆さんの交流
が深まり、心身ともにリフレッシュできる行事を実施しています。
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基　本　目　標　Ⅰ ささえあいの仕組みづくり
●ボランティア情報紙の発行 ４２万円
　ボランティア活動へのきっかけづくりとして、毎月１回発
行し情報を広く提供します。また、ボランティアグループや
個人をまとめた「ぼらんてぃあの声」を年２回発行します。

●ボランティア機材の貸出 ２０万円
　ボランティア活動で必要となる機材を貸し出しするため、
機材の更新・補修・新規購入を行います。

●ボランティアサポーターの設置及び研修 １２０万円
　ボランティアの相談に応じるボランティアサポーターを設
置し、情報交換等の研修を行います。

●ふれあいフェスタ開催事業 ３４９万円
　福祉団体、ボランティア団体、市社協の活動を紹介し、社
会福祉に対する理解を深めるため、９月～１０月に市内５会場
においてイベントを開催します。

●いきいきクラブ事業 ９４５万円
　６５歳以上のひとり暮らしの方に対し、給食ボランティアが
食事を用意し、健康づくりとふれあいの場を提供します

●地区社協育成事業 ４７９万円
　小地域福祉活動の中心的役割を担う地区社協の活動基盤を
強化します。

●ボランティア講座の開催 １１９万円
　ボランティア活動のきっかけづくりの入門講座から専門ボ
ランティアの養成講座まで、多様な講座を開催します。

●除排雪ボランティアの派遣
　「おらっちゃ雪かき隊」 ３４万円
　除雪が困難なひとり暮らしの方等に対し、玄関先から生活
道路までの除雪を行う除雪ボランティアを募り派遣します。

●ふれあいサロン普及事業 ６１万円
　地域で行うふれあいサロン（ふれあいいきいきサロン、ふ
れあい子育てサロン）の普及と運営を支援します。

●社会福祉活動助成金事業 ２００万円
　愛と誠銀行の寄付金を効果的に活用するため、福祉事業を
公募し地域福祉を支援します

●地域ぐるみ福祉活動推進事業 １，０３７万円
　地域の福祉活動活性化のため地区社協を財政面から支援し
ます。また、ふれあいケアネット融合型事業を推進します。

●地域福祉活動活性化事業 １，３７２万円
　赤い羽根共同募金の助成金を利用して、地区社協が行う地
域福祉活動を支援します。

平成２５年度　富山市社会福祉協議会の予算　　総事業費　８億９，３３５万円

目 標 及 び 事 業 計 画
　「地域福祉活動計画」（計画期間：平成２２年度～平成２６年度）に沿って、地域資源を活性化し、さまざまな工夫
を重ねて地域に根ざした福祉活動が展開されるよう、地区・校区社会福祉協議会の活動基盤の強化や支援を積極
的に進めるとともに、既存事業の見直しや新たな取り組みを具体的に示せるよう努めます。
　主要事業は次のとおりです。
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「だれもが住み慣れた地域で安心して生きがいを持っ「だれもが住み慣れた地域で安心して生きがいを持ってて
生活できる福祉のまちづくり」をめざし生活できる福祉のまちづくり」をめざしてて
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基　本　目　標　Ⅱ 新しい福祉のまちの創造
●福祉の講師派遣事業 ２１万円
　児童・生徒のボランティア活動普及・促進を図ることを目
的に市内の小学校・中学校・高校・支援学校等へ、福祉講師
の派遣を行います。

●地域福祉懇談会の開催及び地域福祉活動事
例集の作成 ４０万円

　各地区の地域福祉活動の情報交換のため、地区社協役員等
を対象に福祉懇談会を開催します。また、地区社協の活動を
紹介した事例集を作成します。

●ささえあいネットワーク活動事業 １１３万円
　地域住民同士でチームを作り、要援護者に対し見守りや声
かけなどの日常生活を支援する活動の仕組みづくりを行いま
す。

●福祉教育推進事業 ４０万円
　児童・生徒が社会福祉への理解と関心を深めるため、実施
校を指定し、福祉事業の取り組みを支援します。

●福祉フェスティバルの開催 １３０万円
　福祉関係者が一堂に会し、功労者の表彰・福祉に関する講
演・シニアライフ講座の発表を行います。

●地域リーダー研修会・社協出前講座の開催
 １６６万円
　地区社協のリーダーの方を対象に、地域の福祉課題に対す
る解決方法を学ぶ研修会を開催します。また、市社協の活動
や役割について理解を深めていただくため、社協職員が出向
き講座を行います。

●市社会福祉協議会の機能強化
　◆事務局組織の体制整備　　　　　　　　　◆共同募金助成金の活用　　
　◆愛と誠銀行業務（寄附金）の活用　　　　◆民間助成金の活用　　など

※その他の事業は、ホームページに掲載しております。
URL：http：//www.toyamacity-shakyo.jp/

基　本　目　標　Ⅲ 適切なサービスの利用
●広報紙「ふれあいネットワークTOYAMA」
の発行・ホームページによる情報提供
 ７４４万円
　市内全世帯に年４回発行し、市社協事業や各種講座の募集
などの情報提供を行います。また、リニューアルしたホーム
ページで、地区社協の紹介等、より身近な話題や情報をいち
早く提供します。

●心配ごと相談事業 ３８７万円
　生活上の心配ごとに対し相談に応じます。市内８ケ所の相
談所で相談員による一般相談と弁護士による法律相談を行い
ます。

●日常生活自立支援事業 １，１２４万円
　判断能力に不安のある高齢者や障害者の方に対し、福祉サ
ービスの利用援助や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れるよう支援します。

●福祉後見サポート事業 ５０６万円
　要援護者の権利を守り、法的に支援する成年後見制度の普
及を図るため、制度利用に関する相談、広報、啓発、後見人
となる人材の養成や後見活動の支援を行います。

●共同作業所の運営
　アミティ工房（籐細工）とガラス工芸（ガ
ラス細工）共同作業所 １，７６９万円

　障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことが
できるよう、通所による創作活動等を行う共同作業所の運営
を行います。

●お買物バス事業 １８９万円
　中山間地にお住いで、買い物に不便を感じている一人暮ら
し高齢者及び障害者などを対象に、スーパーマーケットまで
の送迎や買い物の補助を行います。

●居宅介護支援事業・訪問介護・居宅介護事業
 １億４，５８６万円
　介護保険制度に沿った介護支援事業（ケアプランの作成等）、
訪問介護事業を行います。また、障害者自立支援制度に沿っ
た居宅介護を行います。　　

●通所介護事業 ３，４２９万円
　細入地域において、介護保険法に沿ったデイサービスを行
います。

●介護認定調査事務事業 ４，１９３万円
　市町村事務受託事業の指定を受け、介護保険制度の利用に
伴う認定調査事務を行います。

●高齢者移送サービス事業 ７５５万円
　日常的に車いすを利用されている方等の外出及び社会参加
のため、車いすごと乗車できる車両による送迎を行います。

●生活福祉資金貸付事業 １，２４９万円
　低所得者、障害者、高齢者世帯の自立・更生を支援するた
め、資金貸付の相談や申し込みの受付を行います。

●住宅支援給付事業 １，２３０万円
　離職者で住まいの確保が困難な方に対し、自立した生活を
送るための一助として、短期間の家賃を補助するための相談
を行います。



平成２５年（２０１３年）４月２０日
4

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

平成２５年度ボランティア関係講座・行事日程
場　　　　　所開催予定日行事名・講座名

富山市総合社会福祉センター５月７日～１０月１日火
１８：４５～２０：４５手話入門講座

富山市総合社会福祉センター５月９日～１１月２１日木
昼：１０：００～１２：００
夜：１８：４５～２０：４５

手話基礎講座　昼の部

富山市総合社会福祉センター手話基礎講座　夜の部

富山市総合社会福祉センター６月５日～９月４日水
１０：００～１２：００音訳講座

富山市八尾健康福祉総合センター５月１３日～１４日（月～火）
９：００～１６：００傾聴ボランティア養成講座

富山市総合社会福祉センター５月１５日水
９：００～１６：００

傾聴ボランティア
フォローアップ講座

富山市総合社会福祉センター
講演「生きる力は自分の中にある！」

６月８日土
１４：００～ボランティア研修会

富山市総合社会福祉センター
６月１１日～９月３日火
１３：００～１６：００
（初回のみ１０：００～１６：００）

要約筆記講座

富山市総合社会福祉センター６月２７日～９月５日木
１３：３０～１５：３０点訳講座

希望の施設、期間（５日間程度）
ボランティア体験を行う。７月２５日木～８月３１日土サマーボランティア活動

大山地域市民センターなど８月上旬
９：００～１５：３０中学生ボランティア入門講座

グランドプラザ９月７日土
１０：３０～１５：００富山市民ふれあい広場

富山市八尾健康福祉総合センター９月２１日土
１０：００～１４：００やつおふれあいフェスティバル

ウィンディ前芝生広場１０月６日日
１０：３０～１５：００すこやか♡ふれ愛フェア

街かどサロンよってかれ家周辺１０月（未定）
１１：００～１５：００大山ふれあい開運祭り

富山市西保健福祉センター１０月１９日土
１０：００～１４：００ふれあい広場in婦中

富山市総合社会福祉センター　大ホール１１月１６日土
１３：３０～１６：３０ボランティア交流会

大山Ｂ＆Ｇ体育館・らいちょうバレースキー場周辺２６年２月（未定）
９：００～１５：００

障害者雪上レクリエーション
ボランティア講習会

※詳細については、富山市ボランティアセンターHPや市広報、市社協
ふれあいネットワークTOYAMAにおいて随時掲載いたします。

　富山市ボランティアセンターでは、平成２４年度除雪ボランティア「おらっちゃ雪かき隊」のボランティアを募
集したところ、団体（３９３人）、個人５９人の方がボランティア登録されました。２４年度は、雪の量はあまり多くは
ありませんでしたが、ボランティアとして多くの方が活動されました。雪かき隊の派遣回数は、延べ３６回、派遣
人数は、延べ７９人でした。ボランティア登録・活動をしていただいたみなさんありがとうございました。

※おらっちゃ雪かき隊とは、自力で除雪が困難なひとり暮らし高齢者世帯等に出向き、玄関先から生活道路
までの除雪を行う、市民から募集した除雪ボランティアのことを言います
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ボランティア活動保険は、ボランティア活動中の事故・ケガなどを補償します。
また、相手にケガをさせたり、物を壊したりしたときの賠償責任も補償されます。
安心して活動するために、ぜひ加入しましょう!!

対　象：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。
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。
◎保険金をお支払いする例
　・ボランティア活動中に転んでケガをした。（傷害事故）
　・ボランティア活動先で花瓶を誤って壊してしまった。（賠償事故）
問い合わせ及び申し込み
　富山市ボランティアセンター（緯４２２－２４５６）または各支所ボランティアセンターまで。

ボランティア活動保険への加入をおすすめします!!

　生きる意味を失っている人が多い現代に、人は、一人で生きているのではないこと、また、自分の内なる部分
にある力を引き出すことで、思いもしなかった行動力がでてきたり（エンパワメント）する。その力を引き出す
お手伝いをすることができたら。

ボランティア交流会を開催しましボランティア交流会を開催しましたた
～輝けボランティア 仲間と出会い 自分をみつめなおす～輝けボランティア　仲間と出会い　自分をみつめなおす～～

　３月２日土、富山市総合社会福祉センター３階大ホールにおいて、市内
で活動されているボランティアグループの会員や個人ボランティアなど
１２０人が一堂に会し、「富山市ボランティア交流会」を開催しました。
　２４年度表彰を受けた３団体の活動発表、同じ活動を行っている人たちや、
まったく違う分野で活動を行っている人たちが集まって、それぞれ意見交
換等を行い、ボランティア交流や自己啓発の機会となりました。
　参加者からは、「いろいろな情報が聞けて良かった」「他の活動
内容の話も聞けて有意義だった」等の感想が寄せられ、和やかな
交流会となりました。
　平成２５年度の交流会は、１１月を予定しています。

活動発表

情報交換中

★日　時　　６月８日（土）　午後２時～３時30分

★場　所　　富山市総合社会福祉センター　３階大ホール（富山市今泉83－１）

講師　プロフィール
　父の莫大な借金により高校中退を余儀なくされ、非行に走る。１９歳で交通事故に遭うが、
長下肢装具と杖歩行で奇跡的な社会復帰を果たす。その後、障害者差別などにより自殺未遂。
２００１年～２０１２年の間、ＮＨＫラジオ第二「ともに生きる」（全国放送）キャスター兼契約デ
ィレクターとして活躍。

★演　題　　「生きる力は自分の中にある！」
★講　師　　 長 　

なが

 崎 　
さき

 圭 　
けい

 子 　さん
こ

　　　　　　（全国放送ＮＨＫラジオ第二　初・車いすキャスター兼ディレクター）
★入　場　　無　料
★問い合わせ先　　富山市ボランティアセンター　緯４２２－２４５６
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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１２月～２５年２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）

○個人
　山口　康弘（清 水 町）　 　大間知晋一郎（愛　　宕）　 　石黒　一成（水橋中部）　 　金山　敬治（新　　保）
　谷澤　賢治（草　　島）　 　早川　俊一（四　　方）　 　斉藤　泰夫（呉　　羽）　 　岩滝　　茂（呉　　羽）
　網谷　憲曻（岩　　瀬）　 　米田　　弘（岩　　瀬）　 　浅井　長正（水橋西部）　 　村　　順郎（堀 川 南）
　村上みゆき（愛　　宕）　 　渡辺　武志（八　　幡）　 　大澤　信子（愛　　宕）　 　各川　　豊（神　　明）
　大宮　正動（月　　岡）　 　中井　哲昭（呉　　羽）　 　樋口　善次（堀 川 南）　 　塚原　敏彦（岩　　瀬）
　中田　輝雄（岩　　瀬）　 　魚谷　洋子（萩　　浦）　 　保田　泰正（岩　　瀬）　 　水野　隆之（萩　　浦）
　宮脇　裕子（萩　　浦）　 　若松　恵子（愛　　宕）　 　藤岡　廣子（愛　　宕）　 　田上　　誠（岩　　瀬）
　長治　隆三（水橋西部）　 　作田のぶ子（草　　島）　 　松本　清徳（浜 黒 崎）　 　福村　秀雄（草　　島）
　川又　忠昭（岩　　瀬）　 　藤田　　繁（愛　　宕）　 　山森　美子（朝　　日）　 　角井　真弓（呉　　羽）
　原　　大慈（野　　積）　 　高杉　重雄（杉　　原）　 　長谷川慧能（上　　滝）　 　増山　樟三（古　　里）
　坪島　宏紀（五　　福）　 　井上　雅晴（古　　里）　 　野尻　昭一（楡　　原）　 　早水　敦子（上　　滝）
　齊藤　國雄（福　　沢）　 　老田　和子（朝　　日）　 　宮河　　敬（野　　積）　 　牧谷　康弘（萩　　浦）
　中嶋　泰昭（萩　　浦）　 　匿名（７名）
○団体
富山市消防団新保分団（新保）　 老田校区長寿会連合会（老田）　 大沢野美術協会（大沢野）
妙傅寺仏教婦人会（月岡）　 　水橋西部食生活改善推進員一同（水橋西部）　 下赤江ケアネット各チーム（広田）
ヤマザキパンお客様一同（八尾）　 　大沢野ダンススポーツ（船峅）
ＡＮＡクラウンプラザホテル富山（総曲輪）　 　ユニー㈱ピアゴ富山西町店（総曲輪）
北陸電力㈱富山火力発電所（草島）　 　三菱ふそう労働組合本社支部（神奈川県川崎市）
宗教法人真如苑（新庄）

金銭預託

物品預託 ○個人
　今田　貴士（山　　室）　 　匿名（１名）
○団体
　柳町校下天寿会（柳　　町）　 なのはな農協青年部・なのはな農協女性部（豊　　田）
　老田校下長寿会連合会（老　　田）　 ANAクラウンプラザホテル（総 曲 輪）

社会福祉を目的とする事業に対し、１０万円を上限に助成します。平成２４年度富山市愛と誠銀行に
「一般社会福祉事業へ」と寄せられた寄附金を、社会福祉活動助成金として助成します。

助成対象　法人格を有しない任意団体またはＮＰＯ法人で、次のすべてに該当すること。
　　　　　①富山市内において活動をしており、定款または会則・規約、役員名簿があること。
　　　　　②事業計画書・収支予算書、事業報告書・収支決算書が作成されていること
助成対象事業　・地域の活性化につながる事業
　　　　　　　・福祉課題に対する調査・研究やそれらを解決するための先駆的な事業
　　　　　　　・研修会や勉強会等を通して福祉向上につながる事業
助成金額　総事業費の５分の４（上限１０万円）
締 切 日　５月３１日金まで（必着）
応募方法　申請書に必要事項を記入し、次の書類を添付してください。
　　　　　①２５年度の事業計画書・収支予算書、２４年度の事業報告書・収支決算書
　　　　　②定款又は会則・規約、役員名簿
　　　　　③団体の活動を紹介する資料、活動の内容が把握できる資料
　　　　　④事業費の使途に備品等の購入が含まれる場合は、見積書（写）等
申請書送付・問い合わせ先
　〒９３９‐８６４０　富山市今泉８３‐１　富山市社会福祉協議会・本所　緯４２２‐３４００
　申請書は、富山市社会福祉協議会窓口に備えつけてあるほか、ホームページから取得可。

（http：//www.toyamacity-shakyo.jp/）

社社社社社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会会会会会福福福福福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動動動助助助助助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成成成成成金金金金金金金金金金金金金金金金ののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知らららららららららららららららら社会福祉活動助成金のお知らせせせせせせせせせせせせせせせせせ
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平成２４年度「共同募金運動」の結果報告
　赤い羽根共同募金運動は、ご家庭にお願いした戸別募金をはじめ、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。寄せられた募金は、富山県共同募金会を通じて５月に福
祉団体等に助成されます。
　また、地域歳末たすけあい募金は、高齢者、障害者等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
交流事業などに助成されました。

●●●●●●●●●●●●●●●●
富山県共同募金会では平成２６年度助成事業の募集を行っています。
詳細は、富山市社協ホームページ、または富山県共同募金会ホームページをご覧ください。
　申請期間：平成２５年４月１日～４月３０日
　申請受付：富山市共同募金委員会（富山市社会福祉協議会本所・支所内）

平成２５年度助成事業申請のお知ら平成２５年度助成事業申請のお知らせせ平成２６年度助成事業申請のお知らせ

赤い羽根共同募金
51，131，980円
寄せられた募金の内訳

戸別募金 　　　　　　 ４５，５１８，８９１円
街頭募金 　　　　　　　 １１４，６８１円
法人募金 　　　　　　　 ，８３７，５００円
職域募金 　　　　　　 １，２４６，８５０円
学校募金 　　　　　　 １，３８０，１４８円
イベント募金 　　　　　　 ８２，３４９円
個人募金 　　　　　　　　 １，０００円
その他 　　　　　　　 １，９５０，５６１円

　富山市より委託を受け、市内在住の障害者の方々がレ
クリエーションや研修会などの社会活動に参加する際に
ご利用いただいていた、リフト付き福祉バスが新しくな
りました。
　真っ青な空を連想するボディカラーに白い文字で「富
山市福祉バス」と書かれ、利用者の皆さんをより快適に
目的地までお連れすることができるようになりました。
　新しくなった「富山市福祉バス」をこれからもかわい
がってくださいね概
　なお、４月から運行内容の一部が変更になっています。
　ご利用希望の方は富山市社会福祉協議会へお問い合わ
せください。

名称は「富山市福祉バス」で名称は「富山市福祉バス」ですす

福祉バスが新しくなりました福祉バスが新しくなりました！！

歳末たすけあい募金
11，352，699円

使　用　目　的

高齢者対象事業 　　　 ５，４０２，７００円

障害児者対象事業 　　　 ９５４，４００円

児童青少年対象事業 　　 ５２６，４５０円

住民全般対象事業 　　 １，２４１，１４９円

次年度助成事業 　　　 ３，２２８，０００円
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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２５年５月～
平成２５年７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）

５月１０日・１７日・２４日・３１日
６月７日・１４日・２１日・２８日
７月５日・１２日・２６日

９：３０
～１５：３０

毎週月～金曜日
（ただし、祝休日は除く）

総合社会福祉センター
（今泉）
緯４２２－３４００

中央

１３：３０～１５：３０
（電話にて予約）

５月２日
６月６日
７月４日

９：３０
～１５：３０

５月２日
６月６日
７月４日

呉羽公民館
（呉羽）
緯４３６－５１７１

呉羽
地区

１３：３０～１５：３０
（電話にて予約）

５月９日
６月１３日
７月１１日

９：３０
～１５：３０

５月９日
６月１３日
７月１１日

岩瀬公民館
（岩瀬御蔵町）
緯４３７－９７１５

北部
地区

１３：３０～１５：３０
（電話にて予約）

５月１６日
６月２０日
７月１８日

９：３０
～１５：３０

５月１６日
６月２０日
７月１８日

水橋西部公民館
（水橋辻ケ堂）
緯４７８－１１３１

水橋
地区

１３：３０～１５：３０
（電話にて予約）

５月２７日
６月２４日
７月２２日

１３：３０
～１６：００

５月２日・９日・１６日・２３日・３０日
６月６日・１３日・２０日・２７日
７月４日・１１日・１８日・２５日

大沢野健康福祉センター
（春日）
緯４６７－１２９４

大沢野
支所

１３：３０～１５：３０
（電話にて予約）

５月７日
６月４日
７月２日

１３：３０
～１６：００

５月１０日・１７日・２４日・３１日
６月７日・１４日・２１日・２８日
７月５日・１２日・１９日・２６日

大山地域市民センター
（上滝）
緯４８３－４１１１

大山
支所

１３：３０～１５：３０
（電話にて予約）

５月８日
６月１２日
７月１７日

１３：３０
～１６：００

５月１日・２２日
６月５日・２６日
７月３日・２４日

八尾健康福祉総合
センター（福島）
緯４５４－２３９０

八尾
支所

１３：３０
～１６：００

５月１３日・２０日
６月３日・１７日
７月１日・２２日

西保健福祉センター
（羽根）
緯４６９－０７７５

婦中
支所

心配ごと相談所のご案内

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？～

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（富山市社会福祉協議会内）　 緯４２２－３４００

長寿ふれあいセンター同好会「脳活　なぞかけ教室」会員募集中!!


