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　砺波市ボランティアセンターは、ボランティア活動の推進などを目的と
した機関で社会福祉協議会に設置されています。ボランティアコーディネ
ーターがボランティアの相談等に応じています。

　ボランティアには様々な内容があります。義援金・使用済み切手などの寄付や身近なごみ拾いなどもボラン
ティアのかたちのひとつです。一人ひとりに合ったかたちでボランティアをはじめてみませんか？
　砺波市ボランティアセンターは皆さんの「誰かの力になりたい」気持ちに寄り添い全力でサポートします！

【日時・内容】　　
第 1回　7月　7日（水）「手作りおもちゃを作ってみよう①」
　　　　講師：竹の子グループ　　　　代表　砂岡廣美
第 2回　7月 14日（水）「手作りおもちゃを作ってみよう②」
　　　　講師：いきいき工作メイト　　代表　金田育人
第 3回　7月 27日（火）「活動体験と振り返り」
　　　　※時間は第 1 ～ 3 回全て、午後 1 時 30 分～ 3 時まで

【場所】　第 1・2 回　庄川農村環境改善センター（庄川町青島 385）
　　　　第 3 回　福祉センター苗加苑（苗加 824-1）

子どもから高齢者まで年齢を問わず様々な楽しい工作を学び、ふれあい・いきいき
サロンや放課後児童クラブ、地域でのボランティア活動に活かしてみませんか？

　砺波市ボランティアセンター（砺波市社会福祉会館）　　砺波市幸町 8-17　☎ 32-0294　FAX 33-6324　

【申込締切】　6 月 25 日（金）
【申 込 先】　庄川ボランティアセンター

（市社会福祉協議会庄川支所
☎ 82-3520　FAX82-4225）へ
お申込みください。

砺波市ボランティアセンターとは？

となブロ
（ゆーりっぷの部屋）

社会福祉協議会
（ホームページ）

砺波ファーストブックの会
図書館・イベントなどで読み聞か
せのボランティアをしています

竹の子グループ
軽体操・工作・ゲーム等のレク
リエーション活動を参加者と一
緒に楽しく行っています

ボランティア登録数（令和 3年 3月末）
グループ　　123グループ（所属人数　4,890 名）
個人　　　　182名

ボランティアに関する相談・登録・活動の紹介
　ボランティアセンターでは、ボランティア活動
をしたい人とボランティアを頼みたい人をつなぐ
お手伝いをしています。「ボランティアを始めた
いけど、どうしたらいいの？」「どんなボランティ
ア活動があるの？」「ボランティアに来てほしい」
など様々な相談に対し、情報の提供やアドバイス、
調整などを行います。また、活動中の事故等を補
償するためのボランティア保険の手続きも行

おこな

って
います。

ボランティアに関する
講座やイベントの開催

　市民の皆さんに福祉やボ
ランティアに関心をもって
もらえるよう、ボランティ
ア体験や普及イベントを開
催しています。また、ボラ
ンティアの養成をしていく
ための各種講座も実施して
います。

その他
　ボランティア団体に対し
て、会議や研修会のための部
屋の貸出しや必要な資機材の
貸出しも行

おこな

っています。

参加者募集！ 工作ボランティア養成講座

ボランティアセンターの主な役割
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4 月 21 日、 丸 圓 商 店 ㈱
（ヴァローレ新鮮市場）よ
り車イス 5 台をご寄付頂
きました。車イスは福祉
機器リサイクル事業の貸
出車イスとして有効に活
用させていただきます。

丸圓商店 五島有恒販売促進部長（中央）

　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】　市社会福祉協議会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

【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）
・県社会福祉協議会主催の生活支援員研修（１日）を
　受講できる方
　※活動時間での手当の支給があります。

　問合先　市社会福祉協議会　☎ 32-0294　

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‼

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】　市内在住または在勤の満 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

【期　間】　7月3０日（金）～12月２4日（金）
※期間中の毎週金曜日　全 21 回

（8 月13 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
【受講料】　無料     
　　　　　※テキスト代　3,300 円が必要です。

【定　員】　15 名  （先着）

【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。
※申込書をホームページから取得し、　
　ＦＡＸで申込みができます。
※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】７月1６日（金）

　問合先　市社会福祉協議会　　　　　 　
　　　　　☎ 32-0294　FAX:33-6324　

相談内容 市社会福祉会館 庄川支所

法律相談
〔弁護士〕

＊市内在住で、
　初回の方を優先

  ６月２日（水）
  ７月７日（水）

           午後1時～4時

６月16日（水）
午後1時30分
　　～3時30分

※予約（☎ 32-0294）が必要。

行政相談 ６月４日（金）・18日（金） ―

人権相談 ６月４日（金）・18日（金） ６月11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。

〔相談専用電話〕市社会福祉会館　☎ 33-5511
　　　　　　　 社協庄川支所　　☎ 82-3520

匿名　車イス借用のお礼として 10,000円

丸圓商店㈱（ヴァローレ新鮮市場） 車イス5台
日本民踊研究会富山県支部豊皓会
 「民踊の四季」入場券350枚
匿名 6,000円
光地大介（射水市在住） 花鉢6鉢

中明京子 車イス1台

～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！

手話奉仕員養成講座
入門コース

福祉総合相談とは？
　市社会福祉協議会では、各分野のお悩みのご相談を受け付
けています。社協でお答えできないご相談についても窓口を
紹介します。
※相談によっては日時が決まっているものや、予約制の場合
　がありますのでご確認ください。

砺波善意銀行を通じて
砺波市役所へ届けられ
ました。

社会福祉事業振興基金

砺 波 善 意 銀 行

福祉機器リサイクル事業

お気軽に
ご相談ください

福祉総合相談日程
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。
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施設レポート

 林 1202　☎ 33-6633
休館日：2日・9日・１6日・20日・２3日・30日
◆お楽しみタイム
　「劇団　輝」	 4日（金）午後1時30分
　「栃原二六松ライブショー」	 8日（火）午後1時30分
　「太陽一座」	 15日（火）午後1時30分
　「立山相甚会」	 18日（金）午後1時30分
　「喜楽会」	 24日（木）午後1時30分
　「リンベル」	 29日（火）午後1時30分
◇おたのしみ風呂	 12日・26日（土）
◇ふれあい市	 18日（金）午前10時
◇脳トレ学級	 21日（月）午前10時
◇いっぷく体操・健康相談	 毎週木曜　午前10時
　カラオケフリータイム	 毎週月曜　午後１時30分○注

庄東センタ−
休館日：2日・9日・１6日・20日・23日・30日
◆お楽しみ会　
　「ひまわり一座」	 4日（金）午後1時30分
　「木田貫松輝＆野菊の会」	 11日（金）午後1時30分
　「マジックサムチップ」	 15日（火）午後1時30分
　「トゥインクルスターズ」	 18日（金）午後1時30分
　「立山相甚会」	 22日（火）午後1時30分
　「そくさい劇団（交通安全協会」	 25日（金）午後1時30分
◇脳トレ学級	 18日（金）午前10時
◆七夕立て	 28日（月）午前11時

今年度で１9年目、お願い事を七夕に託してみませんか？
お待ちしています！
◇いっぷく体操・健康相談	 毎週火曜　午前10時
　カラオケの日	 12日・26日（土）午前2時○注

休館日：7日・１4日・20日・21日・28日　　

◆お楽しみ会
　「ザ・あんぽんたん」	 3日（木）午後1時30分
◇健康体操教室	 2日・１6日（水）午前10時30分
◇脳トレ学級	 19日（土）午前10時
　カラオケタイム	 10日･17日（木）午前10時～午後3時○注

麦秋苑

苗加 824 -1　☎ 32-7294
休館日：7日・14日・20日・２1日・28日　
◆お楽しみ会　
　「新蔵富美男一座＆鼓都の会」	 2日（水）午後1時30分
　「劇団　輝」	 9日（水）午後1時30分
　「福美会」	 16日（水）午後1時30分
　「懐メロミュージックフレンド」	23日（水）午後1時30分
　「ザ・あんぽんたん」	 29日（火）午後1時30分
◇脳トレ学級	 1日（火）午後1時30分
◇月の市	 29日（火）午前11時
◇ほっとなみカフェ	 30日（水）午後1時30分
◇いっぷく体操・健康相談	 毎週水曜　午前10時
◆ロビー展示　
　「山橋正文趣味の版画展」	 展示中～6月22日（火）まで
　みんなで歌おうカラオケタイム	 3日（木）午後1時30分○注

苗加苑

表町 3-1　☎ 33-3358
休館日：土・日曜日及び祝祭日
◇３Ｂ体操	 7日（月）午後2時
◇あしつきサウンドファーム	 15日（火）午後2時
◇生きがい健康体操	 21日（月）午後2時
◇音楽療法研究会	 22日（火）午後2時
◇脳トレ教室	 28日（月）午後2時
◇百歳体操	 毎週水曜　午後2時
◇楽しい室内ペタンク	 毎週水曜　午後2時
　カラオケタイム	 毎週金曜　午後1時○注

出町生きがいセンタ−

北部苑

安川 297　☎ 37-1550

三郎丸 183-2　☎ 33-2846

　 ４ 月 22 日 に 庄 東 セ ン
ターで 18 回目の鯉のぼり
掲揚を行いました。
　昨年は新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、実
施できませんでしたが、今
年は子ども達の健やかな成
長とコロナウイルスに打ち
勝つことを願い、感染対策

を実施して行いました。般若幼稚園児13名の「がんばれー」
という応援の声と共に鯉のぼりが大空に揚がり２年ぶりに
44 匹が泳ぎ出しました。掲揚後は子ども達が元気に『こ
いのぼり』の歌を歌いました。

苗加苑DEあそぼう！ 
親子で草花の寄せ植え体験

　新型コロナウイルスの県のロードマップに基づき、
福祉センターでのカラオケ・歌謡教室等を中止してい
ます。6 月の実施につきましても状況が変わらない場合
は、引き続き中止となりますのでご注意ください。

○注

未就園児から小学校低学年の親子、祖父母の参加を
お待ちしています。参加者には寄せ植え鉢をプレゼ
ント！

日　時　６月6日（日）　午前10時～（受付9時30分）
参加費　親子（祖父母）１組　100円（おやつ代）
申込み　苗加苑  ☎ 32-7294　

6月の施設行事案内

参加者募集！

こどものあそびば
6月5日（土） 午前10時～午後3時

絵本や遊具もあります。「おはなしポケット」
の皆さんによる読み聞かせを開催します！

シロちゃん

※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。

カラフルな鯉のぼり　空を泳ぐ

今月は北部デイサービスにいるよ～

イベント情報


