☎ 82−3520

E-mail：shogawa@tonami-shakyo.or.jp

社協だより
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ご協力ありがとうございました

昨年 月１日からの運動期間中、市内の小・
中 学 校 の 児 童・生 徒 の 皆 さ ん や 事 業 所、店 舗、
医療機関等の皆さまから多くの募金が寄せら
れました。
募金は、砺波市の子どもたち、高齢者、障がい
のある方などを支援する活動に有効に活用さ
せていただきます。
期間中にご協力いただいた皆さんは、次のと
おりです。

◆募金箱設置協力（敬称略・五十音順）
アルビスとなみ店、安念歯科医院、イオンスタイルとなみ、イ
オンモールとなみ、駅南くつろぎ処ちぇりー、エントランス歯
科、 大 阪 屋 シ ョ ッ プ 砺 波 店、 お く だ 歯 科 医 院、 か し ま 接 骨 院、
金子接骨院、かふぇ・ふーらり、神田歯科医院、きさら歯科ク
リニック、㈱ゴルフガーデンとなみ、坂井接骨院、桜木歯科医院、
さとう歯科クリニック、澤越歯科医院、柴田接骨院、島田接骨院、
庄川ウッドプラザ、せきはら接骨院、高田歯科・矯正歯科医院、
高波接骨院、鷹栖坂井接骨院、田守歯科クリニック、田守接骨
院、ちゅーりっぷの郷接骨院、辻井接骨院、出町生きがいセン
ター、となみ大木歯科クリニック、トナミ接骨院、となみ野歯
科診療所、なかがわ接骨院、長久デンタルクリニック、はたや
接骨院、林接骨院、平木接骨院、ふくだ接骨院、藤井歯科クリ
ニック、藤の丘歯科医院、ほしな接骨院、ホームセンタームサ
シ砺波店、末永接骨院、松永接骨院、水上接骨院、三谷接骨院、
道の駅庄川、村井歯科医院、ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ砺
波店、麺類食堂うどんそば屋、山下接骨院、ゆずの郷やまぶき、
豊町接骨院、夢の平コスモス荘、芳尾歯科医院、頼成八田接骨院、
他公共施設
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赤い羽根共同募金

となブロ
社会福祉協議会
（ゆーりっぷの部屋） （ホームページ）

◆職域募金・法人募金協力（敬称略・五十音順）
㈱アークエナリー、あおい病院、イオンモールとなみ、越中庄川荘、㈱御
菓蔵、㈱カジメイク、川金、関西電力㈱庄川水力センター、関西電力㈱庄
川送電センター、㈱クオリカ、クックウェル㈱砺波給食、㈲くまの洗濯堂、
笹嶋工業㈱砺波支店、㈱佐藤渡辺、サンエー建工㈱、サンエツ金属㈱、三
楽園、ＪＡとなみ野本店、塩谷硝子㈱富山工場、新光硝子工業㈱、庄川ウ
ッドプラザ、
（福）庄川福 祉 会、 庄 川 町 商 工 会、 ㈱ 上 智、 ㈱ ス リ ー・ テ ィ、
㈱スリー・ティ庄川センター、西陵㈱、㈱昔亭砺波工場、センダン電子㈱、
第一編物㈱、高岡信用金庫砺波支店、鷹栖建工㈱、㈱チューエツ砺波工場、
㈱ツヅキ砺波工場、出町生きがいセンター、電機連合パナソニックグルー
プ労働組合連合会パナソニック・デバイス労働組合富山支部、㈱でんそく
技術センター、砺波工業㈱、㈱トナミ産業、砺波サンシャイン病院、砺波
商工会議所、砺波誠友病院、（福）となみ野会、となみの工業㈱、となみ三
輪病院、富山県金型協同組合、富山県信用組合（砺波支店・出町支店・庄
東支店・庄川支店）
、富山住機㈱、富山第一銀行砺波支店、㈲西森組、㈱
日本ビルサービス、根尾建設㈱、タワーパートナーズセミコンダクター㈱、
㈱ヒスコム、福祉作業所油田、福祉作業所庄川、㈱双葉、㈱文運堂、北陸
コカ・コーラプロダクツ㈱、北陸ハイウェイ建設㈱、北國銀行砺波支店、
松本建設㈱、道の駅庄川、㈱宮木建設、宮野建設㈱、㈱山崎組、ユーシン
建設㈱、ゆずの郷やまぶき、ゆめつづり、㈱横山製作所、㈱ヨシケイ富山、
米原商事㈱、陸上自衛隊富山駐屯地、ロイヤルホテル富山砺波、老人保健
施設あかり苑、ワークハウスとなみ野、和園、若鶴酒造㈱、他公共施設及
び団体

市内の多くの施設で募金箱・ポスター
の設置にご協力いただきました！

砺波市社会福祉協議会庄川支所

E-mail：wel.tonami@tonami-shakyo.or.jp
（いずれも 1/15 現在）
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☎ 32−0294

小・中学校の児童・生徒による学校募金
計 119,213 円
協力事業所等による職域募金
（募金箱含む）や法人募金
計 670,707 円

社協 だより
「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

日本赤十字社
義援金の受付について
皆様の温かいお気持ちをお待ちしています。
令和3年3月31日迄
令和2年7月豪雨災害義援金
令和元年台風19号災害義援金 令和3年3月31日迄
平成30年7月豪雨災害義援金 令和3年6月30日迄
平成28年熊本地震災害義援金 令和3年3月31日迄
令和3年3月31日迄
東日本大震災義援金
※その他多数の義援金を受け付けています。
※義援金は郵便局窓口、市内銀行本支店窓口でも
受け付けています。
問合せ

日本赤十字社砺波市地区
（市社会福祉協議会） ☎３２-０２９４

善意の窓口
12月15日～1月14日
（敬称略）

社協だより

12 月 21 日、あ
ぶらでん認定こど
も園より、園児た
ちが育てた野菜を
販売した際の募金
9,558 円をご寄付
いただきました。

障がい理解促進研修・啓発事業

ヘルプマークを
知っていますか？
「ヘルプマーク」という言葉を聞いたことは
ありますか？
このマークは平成２４年に東京都が作成し、
全国で導入の動きが広がっています。富山県
では、平成３０年７月から導入しています。
義足や人工関節を使用している方、内部障
がいや難病の方、妊娠初期の方など、外見か
らは援助や配慮を必要としていることが分かりづらい方々
が、周囲の援助を得やすくなるよう知らせるマークです。
付属のシールを裏面に貼って、伝えたい情報や必要とする
支援内容を記入することもできます。
このマークを身につけた方を見かけたら、電車・バスの
中では席を譲る、困っているようであれば声をかける等の
思いやりのある行動をお願いします。また、災害時は、安
全に避難するための支援をお願いします。
「ヘルプマーク」は、市役所社会福祉課、市役所庄川支所
地域振興課でご希望の方に無償で配布しています。詳しく
は、市役所社会福祉課（☎ 33-1111 内線：121）にお問
合せください。

※内部障がいとは？
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体の内部に障がいがあることをいいます。心臓・呼吸器・
腎臓・肝臓・膀胱・直腸・小腸の機能障がい、ヒト免疫不
全ウイルス（ＨＩＶ）による免疫機能障がいがあります。疲
れやすかったり、携帯電話の電波が悪影響となったりする
等、周囲の方の理解と配慮が必要です。

12 月 23 日、出町青
葉幼稚園より、園児た
ちがお手伝いなどで集
めた募金 6,810 円をご
寄付いただきました。

福祉総合相談日程

12 月 25 日、きらめき
ネットワークより、チュー
リ ッ プ 公 園 KIRAKIRA
ミッション 2020 会場で
販売したぜんざいの収益
金の一部 15,000 円をご
寄付いただきました。

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

相

談

内

容

市社会福祉会館の開催日

庄川支所の開催日

社会福祉事業振興基金

松井

准郎

５,０００円

ボランティア基金

わた菓子のたかちゃん

ボランティア活動振興のため

１０,０００円
砺 波 善 意 銀 行

あぶらでん認定こども園
出町青葉幼稚園
となみセントラルライオンズクラブ
きらめきネットワーク
松井 准郎
市立砺波総合病院職員互助会
砺波市職員互助会

９,５５８円
６,８１０円
４３,０００円
１５,０００円
１１,０００円
５３,４７１円
２１８,７５７円

福祉機器リサイクル事業

匿名
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車イス用テーブル１台

法

律 相 談
〔弁護士〕

＊市内にお住まいで、
初回の方を優先し
ます。

2月 3日（水）
3月 3日（水）
午後1時～4時

2月17日（水）
午後1時30分
～4時

※予約（☎ 32‐0294）が必要です。

行

政

相

談

2月 5日（金）
・19日（金）

―

人

権

相

談

2月 5日（金）
・19日（金）

2月12日（金）

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。

麦秋苑

三郎丸 183-2 ☎ 33-2846

休館日：1日・8日・12日・15日・21日・22日・24日

こどものあそびば

「ゆめふうせん」の皆さんとバルーンアートをしよう！
絵本や遊具で自由に遊べます。
「ザ・あんぽんたん」
◇健康体操教室
◇カラオケタイム

１日
体験教室

18日（木）午後1時30分
3日・17日（水）午前10時30分
4日・11日（木）午前10時～午後3時

簡単らくらく免疫力アップ体操
日時 2月10日
（水）
午後1時30分～

講師 ㈱ライフフィット代表 健康運動指導士
和田千恵子氏
受講料 入館料のみ
（高齢者等：170 円 一般：280 円）

庄東センタ−

安川 297 ☎ 37-1550

休館日：3日・10日・12日・17日・21日・24日

となみ野民遊会おさらい会
2月28日
（日） 午後1時より開演

一年の成果発表の場として、当日は全国の民謡絵巻が繰り広
げられます。ぜひご覧ください！

◆お楽しみタイム
「本田博和ギターミニライブ」 2日（火）午後1時30分
「のど自慢のつどい」
11日（木）午後1時
「湯川ゆか歌謡ショー」
13日（土）午後1時30分
「劇団 輝」
18日（木）午後1時30分
「なの花民謡会」
20日（土）午後1時30分
「新蔵富美男一座＆鼓都の会」 25日（木）午後1時30分
◇ほっとなみカフェ
4日（木）午後1時30分
◇脳トレ学級
15日（月）午前10時
◇ふれあい市
18日（木）午前10時
◇おたのしみ風呂
13日・27日
（土）
◇カラオケフリータイム
毎週月曜日 午後1時30分
◇いっぷく体操・健康相談 4日・18日・25日（木）午前10時

苗加苑

休館日：1日・8日・12日・15日・21日・22日・24日
◆お楽しみ会
「花梨の会」
3日（水）午後1時30分
「カラオケ同好会ミニ発表会」 10日（水）午後1時30分
「懐メロミュージックフレンド」 17日（水）午後1時30分
「福美会」
25日（木）午後1時30分
◇脳トレ学級
2日（火）午後1時30分
◇みんなで歌おうカラオケタイム 3日（水）午後1時30分
◇月の市
25日（木）午前11時
◇いっぷく体操・健康相談 3日・10日・17日（水）午前10時
◆ロビー展示
すみの会（書道教室）作品展示

出町生きがいセンタ−
表町 3-1 ☎ 33-3358
休館日：土・日曜日と祝祭日（11日・23日）
◇３Ｂ体操
◇大正琴教室
◇生きがい健康体操
◇音楽療法研究会
◇脳トレ教室
◇百歳体操
◇カラオケタイム

より情報

◆おたのしみ風呂（毎月第 2・4 土曜日）

※冬期間にはゆず湯、りんご湯もあり、
月に３回以上となることもあります。

苗加 824 -1 ☎ 32-7294

1日（月）
午後2時
1日・15日（月）午前10時30分
15日（月）
午後2時
16日（火）
午後2時
22日（月）
午後2時
毎週水曜日 午後2時
毎週金曜日 午後1時

※各施設では定例開催のコーナーもあります。
詳しくは各施設にお問合せください。

◆ DVD 等鑑賞会（毎週土曜日午後 1 時～）

◆ふれあい市（月１回）

毎 週 土 曜 日 の 午 後 １ 時 か ら、 映 画 や 歌 謡
ショー、お笑い演芸などのＤＶＤを上映してい
ます。上映するものは、利用者さんのリクエス
トなどで決めていますが、150 インチの大型ス
クリーンとスピーカーの音響で見る映像は、家
庭で見るのとは一味違って迫力があります。

月に１回、
「ふれあい市」 ※「お楽しみタイム」がある日はお休みとなります。
として、地元の方が作られ
た野菜を販売しています。
安くて新鮮、お店ではあま
り見かけない珍しい野菜が
出ることもあり、どんな味
がするのか買って食べてみ
るのも面白いですよ。

2021.2 広報
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ちょっと聞いて！

毎月第２・第４土曜日の月２回、「お
たのしみ風呂」の日として、竹炭やよも
ぎ、びわの葉など健康に良いとされてい
る薬草をお風呂に入れています。普段と
違った、お湯の肌触りや香りをお楽しみ
ください。

林 1202 ☎ 33-6633

社協だより

◆お楽しみ会
「懐メロミュージックフレンド」 5日
（金）
午後1時30分
「鳳泉会」
9日
（火）
午後1時30分
「福美会」
16日
（火）
午後1時30分
「新蔵富美男一座＆鼓都の会」 19日
（金）
午後1時30分
午後1時30分
「ザ・あんぽんたん」
23日
（火・祝）
「すずらんの会」
26日
（金）
午後1時30分
◇いっぷく体操・健康相談
2日・9日・16日
（火）
午前10時
◇カラオケの日
13日・27日
（土）
午後1時30分
◇脳トレ学級
19日
（金）
午前10時
◆新規教室のご案内 参加者募集中！
4月より新しく
「オカリナ教室」
を開催します。
庄東センターまでお問合せください。

北部苑 ★ 耳

北部苑

休館日：3日・10日・12日・17日・21日・24日

2月6日（土）午前10時～午後3時 ※毎月第1土曜日

◆お楽しみ会

2 月の施設行事案内

各種案内

シロちゃん

