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「いくつになっても健康第一」
　小羽地区（大沢野地域）では、地区４か所で年
間９回サロンを開催しています。サロンの内容は、
健康講話、軽体操、消費者トラブル、交通安全講
話、税金講話など幅広く、毎回昼食を提供し食べ
ながらの会話がはずんでいます。３年目ですが、
「Let's健活」を保健福祉センターの協力のもと、
地区社協主体で自治振興会・ふるさとづくり協議
会、老人クラブの四者合同で行っています。社協
以外の行事にも参加すればポイントが付き、数に
応じて賞品を参加者全員に提供しています。“健
活”は組織の横のつながりが必要になります。

小羽地区：人口　２７７人、１１７世帯、高齢化率　４３．３３％
 　　　　　　　　　　　　　　 （平成２８年１０月末現在）小羽地区社会福祉協議会

ボランティア交流会を開催しました
　１１月２６日㈯、富山市総合社会福祉センターで
「富山市ボランティア交流会」を開催し、１６６
名の方が来場されました。
　平成２８年度に富山市社会福祉協議会会長表彰
を受賞された方の中から、吉浦兵四郎さんの手
品やあすなろ腹話術研究会の腹話術を披露して
いただき、プロ級の腕前で笑いの絶えない和や
かな雰囲気で会場を沸かせていただきました。
　また、精神科医　香山リカ氏の講演会では、来場者からは「周りの人の
力になること自体が幸せなことだとわかった」「これから生きる勇気をもら
えた」等の声が聞かれました。
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富山市社会福祉協議会会長表彰授与の様子

　富山市福祉フェスティバルを１１月１１日㈮、富山国際会議場で開催しまし
た。当日は、福祉関係者等が一堂に会し、永年富山市の福祉向上・発展に
多大な尽力をされた個人・団体の方々の表彰を行いました。
　表彰式後は、金城大学社会福祉学部教授　 内 　 慶  瑞 氏の講演会と市内の

うち けい ずい

公民館等で行われているシニアライフ講座の受講生による大正琴や民謡等
の発表が行われ、日ごろの練習成果を披露されました。
　受賞された皆さんは次のとおりです。（敬称略、順不同）

富山市福祉フェスティバル２０１６を開催しまし富山市福祉フェスティバル２０１６を開催しましたた

富山市長表彰　社会福祉功労者　３名
吉野　　弘（熊　野）　 杉森久美子（大久保）　 水上　正宏（萩　浦）
老人クラブ活動功労者　１３名
野上　義範（愛　宕）　 野崎　昭治（柳　町）　 田村　義秋（清水町）　 朽木　幸雄（西田地方）　 金子　一郎（西田地方）
折坂外志雄（奥田北）　 吉崎豊二郎（神　明）　 大嶋　　務（岩　瀬）　 髙尾　　毅（萩　浦）　 井戸　亮平（藤ノ木）
山内　繁男（熊　野）　 中山　雅子（池　多）　 松村　達士（細　入）
優良老人クラブ　１０団体
清水町地区第七清寿会　　本郷新・天山町長寿会　　中島４丁目長寿会　　羽根長寿会　　岩瀬福寿会東部クラブ
田中町長寿会　　藤木新町福寿会　　月岡第五福寿会　　福寿会　　大久保中部ちとせ会
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社会福祉功労者　１９名
田村カヅ子（五番町）　 帯刀貴久代（堀川南）　 中野　義博（月　岡）　 桝田敬次郎（岩　瀬）　 島田　　稔（萩　浦）
扇谷　朋美（大広田）　 吉田　久嗣（浜黒崎）　 杉山　由美（蜷　川）　 遠藤　敏夫（四　方）　 林　　康二（草　島）
地橋　保男（水橋中部）　 轡田　　征（水橋西部）　 谷　　　保（下タ南部）　 若林　勝子（船　峅）　 村上ふさ子（小　羽）
清水　　裕（大沢野北部）　 菱谷　和子（保健推進員連絡協議会）　 北村勢津子（食生活改善推進連絡協議会）
姉崎　　翠（遺族会）
ボランティア功労者　
（個人の部）２名
吉浦兵四郎（手品で施設等訪問）　 上村　和子（障害児施設で食事介助）
（団体の部）２団体
寿美礼会　　あすなろ腹話術研究会
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民生委員児童委員永年勤続　１２９名
北野　睦子（藤ノ木）　 今井　美代（大広田）　 中島奈美子（大広田）　 上西　一美（萩　浦）　 秋濃　作二（山　室）
布村　行男（総曲輪）　 高田由美子（愛　宕）　 八十島真弓（愛　宕）　 中川　正躬（安野屋）　 太田　耕造（安野屋）
稲垣　典子（安野屋）　 野口　久樹（五番町）　 浅田　悦子（五番町）　 中村　久和（五番町）　 稲垣　律子（柳　町）
山本　律子（西田地方）　 小橋　啓一（堀　川）　 加藤　泰希（堀　川）　 林　　俊一（堀川南）　 髙井　義晴（堀川南）
中村　正明（堀川南）　 山崎　幹雄（堀川南）　 平井　栄子（光　陽）　 寺田　春子（東　部）　 森田　　隆（奥　田）
青山　　猛（奥　田）　 江川　昌江（奥田北）　 井上　孝子（奥田北）　 松下　絹子（奥田北）　 米澤　美鈴（奥田北）
土岐　　環（奥田北）　 若井　武夫（桜　谷）　 長田　　武（桜　谷）　 本木由美子（桜　谷）　 稲垣　元子（桜　谷）
黒沢　弘明（五　福）　 林　　啓子（五　福）　 藤本　恵美（五　福）　 畑中　節子（五　福）　 飯野　昌作（岩　瀬）
川邊　莞二（萩　浦）　 蓮澤　誠二（萩　浦）　 大門加奈子（萩　浦）　 光江　修一（大広田）　 松井　　滿（浜黒崎）
高野　善道（豊　田）　 松本　清保（豊　田）　 亀田テル子（豊　田）　 布村　清嗣（豊　田）　 柳井信一郎（豊　田）
加藤　澄子（豊　田）　 中島眞智子（豊　田）　 岡田　一郎（豊　田）　 筧　　順子（新　庄）　 倉本　正昭（新　庄）
榊原　憲子（新　庄）　 石黒　忠悳（新庄北）　 河合　正行（新庄北）　 勝原　幸博（新庄北）　 瀬戸　純一（新庄北）
久保　昭子（藤ノ木）　 伊藤　晴美（藤ノ木）　 山村　京子（藤ノ木）　 松本　武久（山　室）　 中川　貞雄（山　室）
清水　　進（山　室）　 高田　睦子（山室中部）　 竹川ヒトミ（山室中部）　 今井　信之（山室中部）　 嘉藤　隆幸（山室中部）
西野　誠一（太　田）　 越野ちか子（太　田）　 稲田　　博（太　田）　 上島　悠子（蜷　川）　 東　百合子（蜷　川）
河上　清子（熊　野）　 杉森　和子（熊　野）　 村上　直江（熊　野）　 前田　健司（月　岡）　 橋本　正枝（月　岡）
矢後　重俊（四　方）　 任海　裕子（四　方）　 布村　雪子（倉　垣）　 朴木　信明（呉　羽）　 牧野　順子（呉　羽）
榊原　礼子（呉　羽）　 矢後　智子（長　岡）　 亀田　忠夫（長　岡）　 堀井　明彦（古　沢）　 直江日出夫（水橋中部）
菅田　　晃（上　条）　 浅尾　鯱子（大沢野）　 松黒　孝雄（大沢野）　 谷村しげ子（大沢野）　 二口　和幸（船　峅）
野﨑　一幸（下タ・小羽）　 杉田　忠則（大　山）　 岩木　一臣（上　滝）　 髙堂　政一（上　滝）　 吉田　啓子（上　滝）
平垣　美子（大　庄）　 旭井アサノ（大　庄）　 畔田　行子（大　庄）　 谷口千恵子（大　庄）　 松原　弘美（福　沢）
飛騨　博信（八　尾）　 山田　　昇（八　尾）　 吉田　宗之（保　内）　 島﨑　久子（保　内）　 吉川　新一（杉　原）
中川　清春（杉　原）　 島　　榮一（八尾南）　 宮田ゆきゑ（八尾南）　 小西　陽一（八尾南）　 林　　和子（八尾南）
水上真智子（八尾南）　 小山　昌枝（速　星）　 沖　　雅子（速　星）　 佐々木武志（鵜　坂）　 勝山須磨子（鵜　坂）
野中　美伸（鵜　坂）　 金子　好美（古　里）　 龍澤はるみ（神　保）　 中谷　尚義（神　保）　 坂口　清志（山　田）
清水　法満（山　田）　 中村　厚子（細　入）　 西田由紀子（細　入）　 中林　正則（細　入）
保護司永年勤続　４名
牧野　武雄（呉　羽）　 青山　哲長（婦　負）　 吉田　信三（婦　負）　 大法　義範（上新川）
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金 銭 預 託
○個人

（萩　浦）髙 尾　 毅（萩　浦）塚田　和生（上　滝）大作　信一（清水町）山口　康弘
（水橋中部）米田　桂子（岩　瀬）宮沢　伸也（萩　浦）黒崎　繁夫（呉　羽）横山　輝子
（野　積）梶本　治幸（新　保）高 倉　 勇（四　方）遠藤　敏夫（新　保）桑名　敬三
（野　積）谷井　敬一（大　庄）花崎　興次（大　庄）酒井富士男（朝　日）吉澤　好通
（朝　日）渡邊　敏明（朝　日）石橋　清孝（宮　川）宮田　勝治（蜷　川）土田　好江
２名匿　名（福　沢）青 柳　 実（奥　田）荻 田　 勇

○団体
うす和（八　尾）　 富山交通安全協会山室中部地域支部（山室中部）　 真通寺門信徒一同（仁　歩）
㈱イシサカ地所（東　部）　 富山市民生委員児童委員協議会（堀　川）
物 品 預 託
○個人

２名匿　名（山　室）今田　貴士
○団体
㈱富山富士通（保　内）　 北陸銀行富山駅前支店（愛　宕）　 ＲＫＫ牛島支部法輪クラブ（奥　田）
【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適用が受けられます。

　愛と誠銀行は、皆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
域福祉活動に活用したり、社会福祉施設や団体にお渡ししたりするなど、社会福祉活動の
向上に大きく貢献しています。
　平成２８年９月～１０月に預託いただいた方は次のとおりです。（敬称略・順不同）

ありがとうございました
善意のひろば
愛と誠銀行報告

旺

王

欧

翁

横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横
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イベント募金のご協力ありがとうございましイベント募金のご協力ありがとうございましたた
　９月～１０月に市内５か所で行われた福祉イベントで愛と誠銀行の募金箱を設置したところ、多くの市民の皆さま
から温かいご寄附をいただきました。皆さまから寄せられたご寄附は、平成２９年度の社会福祉活動助成金として大
切に使わせていただきます。
富山市民ふれあい広場　３，７４８円、やつおふれあいフェスティバル　５６３円、すこやか♥ふれあいフェア　１，３１０円、
大山開運まつり　３，０４３円、ふれあい広場in婦中　１，０１０円

　市共同募金委員会は１１月２５日㈮速星公民館で、赤い羽根共同募金に原則
１０年以上継続して募金活動を行っている小学校４７校・中学校８校に感謝状
を贈呈しました。
　この感謝状は、赤い羽根共同募金が昭和２２年から「国民たすけあい運動」
として始まり、今年で７０周年を記念して県共同募金会会長特別感謝として
贈呈されたものです。

小 学 校（４７校）
速星小学校船峅小学校新保小学校大広田小学校芝園小学校
鵜坂小学校上滝小学校四方小学校豊田小学校中央小学校
朝日小学校大庄小学校呉羽小学校広田小学校柳町小学校
宮野小学校福沢小学校寒江小学校神明小学校桜谷小学校
古里小学校小見小学校池多小学校堀川小学校五福小学校
音川小学校八尾小学校水橋東部小学校堀川南小学校奥田小学校
神保小学校杉原小学校上条小学校山室小学校新庄小学校
山田小学校保内小学校大沢野小学校蜷川小学校藤ノ木小学校
神通碧小学校樫尾小学校大久保小学校光陽小学校岩瀬小学校

熊野小学校浜黒崎小学校

中学校（８校）
速星中学校大沢野中学校堀川中学校
城山中学校上滝中学校南部中学校

杉原中学校奥田中学校

小小小小小小小小小小小小小小小小・・・・・・・・・・・・・・・・中中中中中中中中中中中中中中中中学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校のののののののののののののののの赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤いいいいいいいいいいいいいいいい羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽羽根根根根根根根根根根根根根根根根共共共共共共共共共共共共共共共共同同同同同同同同同同同同同同同同募募募募募募募募募募募募募募募募金金金金金金金金金金金金金金金金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小・中学校の赤い羽根共同募金活動ににににににににににににににににに
感感感感感感感感感感感感感感感感謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝状状状状状状状状状状状状状状状状をををををををををををををををを贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈感謝状を贈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈

おめでと
う

ございま
す 赤い羽根共同募金

街頭募金で温かい支援！
　鵜坂小学校の
５・６年生９名
と市母子寡婦福
祉連合会の会員
２名が、１１月１２
日㈯ファボーレで赤い羽根共同募金
の街頭募金を行いました。
　訪れたお客さんからは、温かい言
葉とともにたくさんの募金をお寄せ
いただきました。
　お寄せいただいた募金は、県内の
福祉団体などに助成され、子育てサ
ロンや障害者の自立支援活動など身
近な福祉活動に役だてられます。
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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
（山田中核型地区センター内）

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。（無料・秘密厳守）

心配ごと相談所のご案内

婦　中八　尾大　山大沢野水　橋北部水橋呉　羽中　央

西保健
福祉センター
（婦中町羽根）
緯４６９－０７７５

八尾健康福祉
総合センター
（八尾町福島）
緯４５４－２３９０

大山地域市民
センター
（上滝）
緯４８３－４１１１

大沢野健康
福祉センター
（春日）
緯４６７－１２９４

水橋西部公民館
（水橋辻ケ堂）

緯４７８－１１３１

岩瀬公民館
（岩瀬御蔵町）

緯４３７－９７１５

呉羽会館
（呉羽）

緯４３６－５１７１

総合社会福祉
センター
（今泉）
緯４２２－３４１４

場
所
・
申
込

第１・３月曜日
１３：３０～１５：３０

第１・４水曜日
１３：３０～１５：３０

第２・４金曜日
１３：３０～１５：３０

第１・３木曜日
１３：３０～１５：３０

第３木曜日
９：３０～１５：３０

第２木曜日
９：３０～１５：３０

第１木曜日
９：３０～１５：３０

毎週月・水・金曜日
９：３０～１５：３０

心
配
ご
と

第２水曜日
１３：３０～１５：３０

予約制

第１火曜日
１３：３０～１５：３０

予約制

第４月曜日
１３：３０～１５：３０

予約制

第３木曜日
１３：３０～１５：３０

予約制

第２木曜日
１３：３０～１５：３０

予約制

第１木曜日
１３：３０～１５：３０

予約制

毎週金曜日
１３：００～１５：３０
予約（開催日の
前日９：３０～）

法
　
　
律

☆心配ごと相談…日常生活上のあらゆる問題（家族、生計、財産、離婚、高齢者福祉等）に対して助言を行います。民生委員児童委員等が相談員となって
いますが、相談者のプライバシーは必ず守りますので、安心してご相談ください。

☆法律相談………法律に関する相談（財産、相続、家族、法律等）に、弁護士が対応いたします。

☆専門家による成年後見相談
　　　　　………認知症・知的障害・精神障害などにより、物事を判断する能力が十分でない方や、そのおそれのある方の権利や財産の問題に対して専門

家が相談を受け、助言いたします。
　　　　　　　　１月の相談日は１２日㈭、２月の相談日は９日㈭です。

詳しい日程は、富山市広報毎月２０日号に掲載しています。

●●●●●●●●●●ボラ ン テ ィ ア 情 報 広 場

　シニア世代やボランティア活動に関心のある方を対象に、ボランテ
ィア入門講座を開催します。ボランティア活動のきっかけづくりとし
てお気軽に参加してみませんか。

平成２９年１月２１日㈯　１３：３０～１５：００
市総合社会福祉センターにて
・ボランティア活動とは？等
・ボランティアグループによる活動発表
平成２９年１月２３日㈪～３月３日㈮の期間で希望の活
動先を選んでボランティアを体験します。
（詳細はお問い合わせください）
平成２９年３月４日㈯　１３：３０～１５：００
市総合社会福祉センターにて

対　象　これからボランティア活動を始めよ
うとする方

参加費　無料
申　込　１月１２日㈭まで。申込用紙は市ボラ

ンティアセンター、各地区センター
にあります。また、ホームページか
らもダウンロードできます。

全体会

体　験

情報交換会

ボランティア入門講座のお知らボランティア入門講座のお知らせせ

　ひとり暮らし高齢者等のお宅の雪かきを手伝う
「除雪ボランティア」を募集中です。除雪経験の
有無は問いません！一緒に活動しませんか？
【申込方法】
申請書に必要事項を記入し、お近くのボランティ
アセンターに提出してください。
※申請書はホームページからダウンロードできます。
※ボランティア活動のための諸経費（交通費など）は、
すべてボランティアの負担となります。

おらっちゃ雪かき隊隊員募集中おらっちゃ雪かき隊隊員募集中！！

　傷害事故の多発に伴い、ボランティア活動保険の
保険料が全てのプランで改定されます。
　例えば…
　Ａプラン基本タイプが、年間３００円→３５０円とな
ります。
　詳細は、各ボランティアセンターにお問い合わ
せください。

平成２９年度ボランティア保険料改定のお知ら平成２９年度ボランティア保険料改定のお知らせせ

問合せ 市ボランティアセンター
【TEL】４２２－２４５６　【E-mail】t.volunteer@toyama-sfk.jp


