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赤い羽根共同募金
　平成３０年１０月１日から１２月３１日ま
での期間、戸別募金をはじめ、街頭募
金、イベント募金、学校募金等を通じ
て多くのみなさまから募金をお寄せ
いただきありがとうございました。

市児童クラブ連絡協議会による
街頭募金（富山駅前周辺）

　平成３１年１月１１日㈮、オークス株式会社（中島４―２－１４）人事総務部取締役
部長　田島哲也　様（写真左）が来訪され、赤い羽根共同募金に４１，６４８円を寄附
されました。社会貢献活動の一環として行われ、社内での募金活動をはじめ各
支社の窓口に募金箱を設置して集められたものです。
　ありがとうございました。

赤い羽
根

レポー
ト

４４，３０５，８７１円
募金額（平成３０年１２月末現在）

「ご寄附ありがとうございます！「ご寄附ありがとうございます！」」「ご寄附ありがとうございます！「ご寄附ありがとうございます！」」「ご寄附ありがとうございます！「ご寄附ありがとうございます！」」

ボランティア情報ひろば 問合せ先 【T　E　L】４２２－２４５６
【E-mail】t.volunteer@toyama-sfk.jp

　みなさまからお寄せいただいた募金は、県共同募金会を通じて県内・
市内の福祉団体に助成されるほか、「子育てサロン」や「障害者の自立
支援」など身近な福祉活動に活用されます。

ボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボラララララララララララララララララララララララランンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン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アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタボランティアセンターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーボランティアセンタボランティアセンターー
市社会福祉協議会では、市内に７つのボランティアセンターを開設しています。
ボランティアに関することは、ボランティアセンターにご相談ください。

各ボランティアセンターの連絡先は４ページをご覧ください。

ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー の し ご と

　ボランティア活動保険は、活動中の思わぬ事故
によるケガや損害賠償責任を補償する保険です。
安心して活動するために保険へのご加入をお勧め
します。

ボランティア活動保険に加入しましょう！ ボランティアセンターに登録している
ボランティア団体および個人対 象 者

２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日
（※中途加入も補償は３月３１日まで）保険期間

基本タイプ３５０円～、天災タイプ５００円～保 険 料

●相談・調整
　活動を始めたい人、ボランティアを必要として
いる人や施設からの相談を受け付け、関係機関等
との連絡調整を行っています。

●広報活動
　ボランティア情報発行やホームページで情報提
供を行っています。

●活動支援
　活動のための情報提供、活動先の紹介、活動資
金の助成情報やボランティア活動保険の取り扱い
等を行っています。

●講座・研修会の開催
　活動へのきっかけづくりや手話など専門ボラン
ティアの養成を目的に、さまざまな講座を開催し
ています。
　また、福祉教育の一環として「福祉の講師」を
学校や地域に派遣しています。

この他にも、さまざまな業務を
行っています。
ボランティアに関することなら、
なんでもおたずねください！！
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　みなさまから寄せられた善意は、地区社協・社会福祉施設・団体などで活
用され、社会福祉やボランティア活動の向上に大きく貢献しています。
　平成３０年１１月～１２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）愛と誠銀行　報告
金 銭 預 託
○個人

（萩　浦）宮城美穂子（萩　浦）武田　良子（萩　浦）津田　　卓（清水町）山口　康弘
（新　保）野上　節子（五　福）木村えつ子（五　福）塩田　　繁（五　福）山田　圭蔵
（福　沢）石田　進二（堀川南）村　　順郎（岩　瀬）米田　健三（岩　瀬）澤田　　博
（杉　原）高杉　重雄（音　川）田中　泰子（奥　田）荻田　　勇（神　明）浦上　耕史

匿 名 ５ 名
○団体
高園町２区町内会（豊田）　とやまアルペン乳業（堀川南）　富山県東部アマチュアマジシャンズクラブ（寒江）
八人町地区長寿会連合会（八人町）　老田校区長寿会連合会（老田）　北陸電力集金検針員労働組合（柳町）
北陸電力富山火力チャリティー委員会（草島）　ポコ・ア・ポコ（新庄北）　ANAクラウンプラザホテル富山（総曲輪）
創作紙風船倶楽部（堀川）　真如苑（新庄）　人形の緋富会（岩瀬）　北陸労働金庫富山南支店地域推進委員会（蜷川）
（以下すべて五福）
アーム興産　かまどやニュー球場前店　富山第一銀行五福支店　エヌトラベル　五楽旅館
ローソン富山大学前店　北陸銀行五福支店　マルナカ住宅設備　山崎歯科クリニック　ミタホーム五福営業所
ファミリーマート五福店　北日本自動車学校　増山電業　堀江商会　西尾薬局フローラメディカ
中村商会　ホテルエル　加藤歯科医院　富山銀行五福支店　ケアホーム春らんまん五福　倉谷正一事務所　ポレール
ショッピングセンターアリステナント会　飴谷商店　西能病院　ミサワデンキ　信地所　富山環境整備
下野新壮寿会　浅地内科医院　山村商事　美容室ソニア　山口木材　西田幸樹園　はやしクリニック
金屋すばる薬局　ライフサービス　岡山鮮魚店　ローソン富山大学西門前店
物 品 預 託
○団体
北陸電力集金検針員労働組合（柳町）　柳町校下天寿会（柳町）　老田校区長寿会連合会（老田）
RKK法輪クラブ堀川支部（愛宕）　RKK法輪クラブ牛島支部（愛宕）　ANAクラウンプラザホテル富山（総曲輪）
【税制上の優遇措置】
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。

善意のひろば
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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）
婦　中八　尾大　山大沢野水　橋北　部呉　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
１３：３０～１６：００
予約制（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。
　　　　　　　　●３月の相談日は１２日㈫です。

相談日については都合により変更になる場合があります。詳しい日程は、富山市広報とやま毎月２０日号に掲載しています。

心配ごと相談所のご案内

富山市ボランティア交流会

平成３１年３月２日㈯　１３：３０～１５：３０と き
市総合社会福祉センター　３階大ホール
（今泉８３－１）
※ご来場の際はできるだけ公共交通機関をご利用ください。

ところ

●活動発表
・おはなしの会「夢」
・視覚障害者ITサポートとやま
・VITAギタークラブ
●情報交換タイム　　●抽選会

内 容

【問合せ】市ボランティアセンター
　　　　　TEL：４２２－２４５６／FAX：４２２－２６８４
　　　　　Eメール：t.volunteer@toyama-sfk.jp

　活動が活発なボランティアグループの発表や情報交換
タイムもあるよ♪これからボランティアを始めたい方や
興味がある方も情報収集のチャンス！！ 

どなたでも参加できます！（当日参加OK！）ぜひお越しください♪

利用には要件があり、事前登録が必要です。
詳細は市長寿福祉課☎４４３－２０６２にお尋ねください。

　「市社協だより　ふれあいネットワークとやま」は平成１７年４月の創刊以来、地域福祉やボランティア活動に関する情報発
信を目的に発行してきましたが、諸事情により今回をもちまして廃刊となりますことを謹んでお知らせします。
　４月からは「広報とやま」（毎月２０日号）の市社協コーナーで福祉イベントや各種講座に関する情報を掲載する予定です。
　これまで以上に “ふれあいの輪”が広がるような紙面づくりに努めますので、ご理解ご協力をお願い申し上げます。
　※なお、市社協だより廃刊後も愛と誠銀行への寄附のご芳名は、北日本新聞の「善意のともしび」欄（火曜日掲載）にて報
告させていただきます。

「市社協だより　ふれあいネットワークとやま」廃刊のお知らせ

　おおむね６５歳以上の高齢者で日常的に車いすを利
用している方の外出を支援するため、車いすのまま
乗車できる車輌を運行しています。

●利用回数／週４回まで（目的地までが１回）
　　　　　　※往復した場合は２回となります。
●利 用 料／片道１回につき６００円（６０分以内）
●運行時間／月～土曜日９：００～１６：３０
　　　　　　※祝日および年末年始は除きます。


