
　「社協だより」は共同募金の助成金を
　　受けて発行しています

E-mail：wel.tonami@tonami-shakyo.or.jp

E-mail：shogawa@tonami-shakyo.or.jp

砺波市社会福祉協議会

☎32－0294

砺波市社会福祉協議会庄川支所

☎82－3520
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ボランティア活動や福祉に理解のある方の参加をお待ちしています‼

日常生活に不安を抱えておられる高齢者や、障がいのある方の自宅や施設を定期的に訪問し、
安心して生活できるようサポートしてくださる生活支援員さんを募集しています。

【内容】　社協職員と協同で行っていただきます。
・福祉サービス利用に関するお手伝い
　※情報提供や相談、利用に関する手続きなど
・日常的な金銭管理のお手伝い
　※お金の出し入れや医療費、税金の支払い手続きなど
・日常生活に必要な手続きに関するお手伝い
　※住民票の届出や相談など

　在宅で介護を必要とする市内の方の支援を目的に、市民の皆様からご寄付いただい
た福祉機器の貸し出しを行っています。障害や介護認定の有無にかかわらず、必要な
機器を必要な期間貸し出しするものです。
　様々な機器を取りそろえておりますので、利用を希望される方は市社会福祉協議会
までご相談ください。

※機器の貸し出しは無料です。ただし介護用ベッドのみ、申し込み時に消毒料（１万円）を
　ご負担いただきます。

※生活福祉資金貸付制度には、他にも種類があります。
　詳細は砺波市社会福祉協議会までお問合せください。

【相談・受付窓口】
　砺波市社会福祉協議会　☎ 32-0294
　　受付時間　9：00 ～ 17：00（土日・祝日は除く）

【全国の電話相談】（特例貸付のみ）
　個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
　　　　　　　　　　　　☎ 0120-46-1999
　　受付時間　9：00 ～ 21：00（土日・祝日含む）

　新型コロナウイルス感染症の
影響による収入の減少や休業、
失業等により生活資金でお悩み
の方々に向けた、緊急小口資金
等の特例貸付を実施しています。

　問合先　市社会福祉協議会　　　　　☎３２-０２９４　
　　　　　市社会福祉協議会庄川支所　☎８２-３５２０　

【総合支援資金】
　生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を
行います。
◆対象者◆
　新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減
少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維
持が困難となっている世帯
◆貸付上限額◆
　・二人以上世帯…月20万円以内
　・単身世帯………月15万円以内
　※貸付期間は原則3ヶ月以内

【緊急小口資金】
　緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった
場合に少額の費用の貸付を行います。
◆対象者◆
　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等に
より収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計
維持のための貸付を必要とする世帯
◆貸付上限額◆
　・特例の場合……20万円以内
　・その他…………10万円以内

【募集要件】　
・年齢 20歳以上の方
・平日の日中、2時間程度の活動が可能な方
　（月 1～ 4回程度活動）
・県社協主催の生活支援員研修（1日）を受講
　できる方

　問合先　市社会福祉協議会　☎３２-０２９４　

車イス・電動ベッド等の貸し出し 福祉機器リサイクル事業

貸し出し機器
介護用電動ベッド、
車イス（長期用・短期用）、
つえ（四点杖・一点杖）など

～日常生活自立支援事業～　生活支援員さんを募集しています！

生活福祉資金貸付制度

ご家庭で不要となった福祉機器はありませんか？
もし、眠っている福祉機器があれば市社会福祉
協議会までご相談ください。
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相談は無料で秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。
〔相談専用電話〕市社会福祉会館　☎ 33-5511
　　　　　　　 社協庄川支所　　☎ 82-3520

体調不良の方はご遠慮ください。
マスクの着用をお願いいたします。

福祉総合相談日程

相 談 内 容 市社会福祉会館の開催日 庄川支所の開催日

法 律 相 談
〔弁護士〕

＊市内にお住まいで、
初回の方を優先に
受付させていただ
きます。

  6月  3日（水）
  7月  1日（水）

           午後1時～4時

6月17日（水）
午後1時30分
　　　　～4時

※予約（☎ 32‐0294）が必要です。

生活福祉資金・ケアネット・ボランティア・
日常生活自立支援事業に関する相談は随時受付しています

匿名２名　シニア元気あっぷポイント事業転換交付金
 ６,６００円

砺波法人会 マスク４,０００枚
（株）宮木建設 マスク６００枚・手作り布マスク５０枚
砺波市立出町中学校 ４２５円
安達　桂子 手作り布マスク５０枚
畑　昭子 手縫い雑巾１００枚
匿名 ６,０００円

　高波地区福祉推進協議会では、「住民の参加・参画
による地域福祉活動の推進」をモットーに、ともに支
え合い助け合うことで、住民同士のつながりを強め、
地域福祉の輪を広げる活動を行っています。自治会や
老人クラブ等、地区内の諸団体からなる役員が「福祉
推進部会」「ふれあい部会」「ボランティア部会」に分
かれ、研修会や見学会の開催、ケアネット活動の推進、
園児や児童と高齢者の世代間交流、幼稚園の花壇作り
等の地域の美化活動を実施しています。また、「広報
ささえあい」の発行や、「福祉便利ポスター」を全戸
配布することで、福祉情報の共有につなげています。
みんなが安心・安全に暮らせる地域を目指し、３つの
部会が中心となり活動に取り組んでいます。

聴覚に障がいを抱える方の自立を支える
手話奉仕員の養成講座を開催します！

【対象者】　砺波市に在住または砺波市内の事業所に勤務する
　　　　　満18歳以上の方で手話に興味のある方　
　　　　　※高校生は保護者の同意が必要です。

【期　間】　7月3日（金）～12月4日（金）
　　　　　※期間中の毎週金曜日　全 21 回開講
　　　　　（7月24日、8月14日は休講）

【時　間】　午後7時20分～9時　
【場　所】　砺波市社会福祉会館（砺波市幸町 8-17）
【受講料】　無料　　※テキスト代　3,300円が必要です。
【定　員】　20名　　※定員になり次第締め切ります。
【申込方法】　市社会福祉協議会に備え付けの申込書により
　　　　　申込みください。

※申込書はホームページからもダウンロードできます。
※新型コロナウイルスの影響により、講座が中止となる
　場合があります。

【申込締切】　6月19日（金）

　5 月 8 日、砺波法人
会より、マスク 4,000
枚をご寄付頂きまし
た。マスクは市内の通
所介護施設に配布させ
ていただきました。

市民の方から頂いた手作
り布マスクは市内の高齢
者施設に配布させていた
だきました。

令和 2 年度
手話奉仕員養成講座  入門コース

　問合先　 市社会福祉協議会　☎３２-０２９４  FAX３３-６３２４　

ボランティア基金

4月15日～5月14日（敬称略）

善意の窓口

砺波法人会 齊藤啓作会長（中央）
より、マスクが贈呈されました。

令和 2 年 2 月のびのび広場

砺 波 善 意 銀 行

お隣の地域活動紹介　 高波地区福祉推進協議会P

みんなが安心・安全に暮らせる地域を

～皆さんの尊い善意をお待ちしています～
寄付金や物品を市の福祉事業に活用
させていただくほか、必要とされて
いる方々へお届けします。

【申込場所】砺波市社会福祉協議会
※一部お預かりできないものもあります

ので、電話でお問合せください。

　問合先　 市社会福祉協議会　☎３２-０２９４　
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 林 1202　☎ 33-6633
休館日：3日・１0日・１7日・21日・24日

◇いっぷく体操・健康相談	 毎週木曜日　午前10時

庄東センタ−
休館日：3日・１0日・１7日・21日・24日

◇いっぷく体操・健康相談	 毎週火曜日　午前10時

休館日：1日・8日・１5日・21日・22日・29日　

◇いっぷく体操・健康相談	 毎週水曜日　午前10時

苗加苑

三郎丸 183-2　☎ 33-2846
休館日：1日・8日・１5日・21日・22日・29日

◇健康体操教室	 3日・１7日（水）午前10時30分

麦秋苑

表町 3-1　☎ 33-3358
休館日：土・日曜日及び祝祭日

◇百歳体操	 毎週水曜日　午後2時

出町生きがいセンタ−

北部苑

安川 297　☎ 37-1550苗加 824 -1　☎ 32-7294

イベントや地域活動で役立つ機材を貸し出ししています！
　社会福祉協議会では各種イベントにご活用いただける機材の貸
し出しを行っています。無料でご利用いただけますので、地域で
のイベントやボランティア活動などにぜひご活用ください。

　問合先　市社会福祉協議会　☎３２-０２９４　

ポップコーンマシーン
サイズ／48×38×51㎝
重量／6.7kg
電源があればどこでも作れます

（電源：100V1.01kW）

簡易テント（総アルミタイプ）
サイズ／600×300㎝　重量／50kg 

（収納時 29×49×159）
２人で簡単・ワンタッチで設営できます。
収納もコンパクトです。

その他　・パイプテント ・炊き出し用大鍋
　　　　・綿菓子機 ・DVD プロジェクター
　　　　・高齢者疑似体験セット　　など

入浴等の利用は、6月 1日（月）から再開いたします。
なお、『お楽しみ会』等の行事は引き続き 6月 30日（火）
まで中止とさせていただきます。

施設をご利用の際は、マスクの着用・手指消毒に
ご協力ください。
ご不明の点がありましたら各施設までお問い合
わせください。

シロちゃん

庄東センター、苗加苑、北部苑、麦秋苑
からのお知らせ


