砺波市社会福祉協議会

「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

社協 だより

出前講座をご活用ください！

第 209 号

市社会福祉協議会は、
「市民総参加の福祉により みんなで支える あたたかい福祉のまち となみをつくりま
す」を基本理念に、地域福祉を推進するための様々な事業を実施しています。
「出前講座」では、職員が地域の皆さんのもとへお伺いし、社協が実施している事業などについて説明します。
市民の皆さんに、地域福祉事業への理解を深めていただき、砺波市の地域福祉のさらなる向上につなげていき
たいと考えています。学校の授業や地域での研修会、企業での勉強会などで、ぜひご利用ください！

講座テーマ

① 誰もが地域で安心して暮らし続けるために～支え合い活動～

ケアネット事業、見守り配食事業、地域福祉コーディネーターなど地域住民で支える福祉の活動について紹介します。

② 知って安心！いざというときのために

福祉機器リサイクル事業、福祉総合相談事業、ほっとなみ安心ポケット事業など「もしも…」の時に活用できる
サービスについてお伝えします。

③ 始めてみよう！ボランティア

ボランティア活動の心構えや市内ボランティア活動の紹介、災害時のボランティアセンターの役割などについて
紹介します。

④ 高齢者や障がい者の気持ちを理解しよう

車イス体験、高齢者疑似体験を通して一緒に考えてみましょう。

⑤ 赤い羽根共同募金ってなあに？

「じぶんの町をよくするしくみ。」としての活動や募金の使い道について
説明します。

小学校での高齢者疑似体験

日
時 要相談（まずはお気軽にご相談ください）
対
象 おおむね５名以上のグループ
費
用 無料（会場使用料などは申込者でご負担ください）
申 込 み 開催希望日の１ヶ月前までに連絡し、申込書を記入
申込み・問合先 市社会福祉協議会 TEL：32-0294 FAX：33-6324

ふれあい・いきいきサロン、ボランティアグループ、地域の市民団体の皆さんへ

レクリエーション用具をご活用ください！
「誰でもできる簡単なゲームはないかしら？」
「いつもとちょっと違う活動がしてみたい！」

地域で開催されている各種団体の活動を支援するため、輪投げやペタンク、スルットカーリングなど、ちょっと体を動
かすゲームや、誰でも知っているカルタやすごろくなど気軽にできるレクリエーション用具を多数取り揃えています。貸
し出しは無料ですのでぜひご活用ください。

令和 4 年度版を作成しました！

ボッチャ

ふれあい・いきいきサロン
に配布している『出前おし
ながき』では、レクリエー
シ ョ ン 用 品 の 他、 ボ ラ ン
ティアグループの紹介も掲
載しています。

ホームページやブログにレクリエーション用具の写真等の
詳細を掲載しています！ぜひご覧ください。

砺波市社会福祉協議会

本
所 ☎ 32-0294
庄川支所 ☎ 82-3520

NEW!

ジ ャ ッ ク ボ ー ル（ 目 標
球）と呼ばれる白いボー
ルに、赤・青のそれぞれ
６球ずつのボールを投げ
たり、転がしたり、他の
ボールに当てたりして、
いかに近づけるかを競い
ます。

wel.tonami@tonami-shakyo.or.jp
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ふれあい・いきいきサロンでの車イス体験

砺波善意銀行とは

善意の窓口
２月15日～３月14日
（敬称略）
2 月 21 日、砺波
市更生保護女性会
（小森君子会長）よ
り、市のボランティ
ア 活 動 振興のため
20,000円をご寄付
いただきました。

タオルやティッシュ、トイレットペーパーなどの消耗品や
未使用の日用品、介護器具等の幅広い品物を市内の支援を必
要とする方や福祉施設へお贈りします。
※消耗品、日用品の寄贈は未使用のものに限ります。

社協だより 第209号

3 月 3 日、 砺 波 南 部
小学校みんなが笑顔に
なれるボランティア委
員会より、アルミ缶回
収の収益金で購入した
サインペン 3 セットと
ラベルライター１台を
南部デイサービスセン
ターへご寄付いただき
ました。

松田 敦嗣 亡父の供養のため
渡辺 耕一 亡母の供養のため
前田 外雄
（東別所） 社会福祉のため

【寄付の方法】

●寄付金は窓口
（市社会福祉協議会）
に直接お持ちになるか、
善意銀行の銀行口座へお振込みください。
※銀行口座はホームページでご確認いただけます。
お振込みの際にはご一報ください。

●寄付物品は窓口
（市社会福祉協議会）に直接お持ちくださ
い。ただし、お預かりできない物品もありますので、まず
は電話でお問合せください。
市社会福祉協議会では、善意銀行の他にも寄付者の意向に
あわせてご寄付を受付けています。
「寄付をしたいがどうすれ
ばいいか」
「災害義援金として寄付したい」等、お気軽にご相
談ください。
砺波善意銀行（市社会福祉協議会） ☎ 32-0294

福祉総合相談日程
100,000円
100,000円
10,000円

ボランティア基金

砺波市更生保護女性会 ボランティア活動振興のため
20,000円
匿名3名 シニア元気あっぷポイント事業転換交付金
10,400円
砺 波 善 意 銀 行

東野尻地区老人クラブ連合会

プロジェクターとプロジェクター台各1台、歩行器２台

車イス1台
砺波北部小学校児童会
砺波南部小学校みんなが笑顔になれるボランティア委員会
サインペン3セット、ラベルライター1台
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募金やイベントの収益金、団体活動費の余剰分等のいろい
ろな方法で集められたお金をご寄付いただいています。いた
だいたご寄付は歳末慰問事業や福祉施設への備品寄贈等に活
用させていただきます。

寄付物品について

2 月 16 日、砺波北部
小学校児童会より、ア
ルミ缶回収の収益金で
購入した車イス１台を
北部デイサービスセン
ターへご寄付いただき
ました。

畑 昭子
匿名
匿名

寄付金について

※歳末慰問事業とは、市内にお住まいの支援が必要な方に、年末
年始を温かく迎えていただくための生活資金を贈る活動です。

2 月 15 日、東野尻地
区老人クラブ連合会（川
邉善一会長）
より、プロ
ジェクターとプロジェク
ター台各１台を苗加苑
へ、また歩行器２台を
南部デイサービスセン
ターへご寄付いただき
ました。

社会福祉事業振興基金

皆さんからお寄せいただいた寄付金や寄付物品を市内の支
援を必要とする方々や福祉施設等へお贈りする
『善意の橋渡し』の活動を行っています。

手縫い雑巾100枚

20,000円
3,000円

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。

相談内容
法律相談
〔弁護士〕

＊市内在住で、
初回の方を優先

市社会福祉会館

庄川支所

4月 ６日（水）
5月11日（水）
午後1時～4時

4月20日（水）
午後1時30分
～3時30分

※予約（☎ 33 - 5511）が必要

行政相談

4月１日（金）
・15日（金）

―

人権相談

4月１日（金）
・15日（金）

4月８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
〔相談専用電話〕 市社会福祉会館
社協庄川支所

☎ 33-5511
☎ 82-3520

月～金曜 午前８時30分～午後５時15分
（土・日曜、祝日を除く）
※感染状況により中止となる場合があります。

となブロ
（ゆーりっぷの部屋）

ホームページ

http://www.tonami-shakyo.or.jp/

麦秋苑

三郎丸 183-2 ☎ 33-2846

休館日：4日・11日・17日・18日・25日・30日

こどものあそびば

４月2日（土）午前10時～午後3時

トランポリンなど遊具が増えました！
「ゆめふうせん」の皆さんとバルーンアートをして遊ぼう！

◆お楽しみ会
「劇団 輝」
◇健康体操教室
㊟カラオケタイム
◇脳トレ学級

21日
（木）
午後1時30分
6日・20日
（水）
午前10時30分
7日・14日
（木）
午前10時～午後3時
16日
（土）午前10時

北部苑

林 1202 ☎ 33-6633

休館日：6日・13日・20日・27日・30日
4日
（月）
午後1時30分
10日
（日）
午後1時30分
22日
（金）
午後1時30分
28日
（木）
午後1時30分
9日
（土）
・17日（日）
18日
（月）午前10時
22日
（金）午前10時
木曜 午前10時
火曜 午後1時30分

出町生きがいセンタ−
休館日：土・日曜、
祝祭日
（29日）
◇音楽療法研究会
◇脳トレ教室
◇ザ・あんぽんたん公演
◇百歳体操
㊟カラオケタイム

表町 3-1 ☎ 33-3358
5日
（火）午後2時
25日
（月）午後2時
28日
（木）
午後1時30分
水曜 午後2時
金曜 午後1時

注 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、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。
また、お楽しみ会等についても、中止や延期となる場合が
ありますので、各施設へお問合せください。

入館料無料！

春のとなみ
ほくぶマルシェ
4月17日
（日）

午前10時～午後4時

アクセサリー、多肉植物など約 20 店
のワークショップとオカリナなどのス
テージ演奏、スタンプラリー抽選会な
ど盛りだくさん！！

シロちゃん

苗加苑

苗加 824 -1 ☎ 32-7294

休館日：4日・11日・17日・18日・25日・30日
◆お楽しみ会
「新蔵富美男一座＆鼓都の会」
7日（木）午後1時30分
「太陽一座」
13日（水）午後1時30分
「劇団 輝」
20日（水）午後1時30分
「鳳泉会」
27日（水）午後1時30分
㊟みんなで歌おうカラオケタイム 6日（水）午後1時30分
◇いっぷく体操・健康相談
水曜 午前10時
◇月の市
13日（水）美味しい赤飯・生菓子の販売
◆ロビー展示コーナー
折り紙教室の作品展示
～4月20日（水）
まで

苗加苑でお寺さんの話を聴こう
4月～6月

第2・第4金曜午後1時30分～

！

受講者募集中

法話を聴いてこれからの人生を見つめていきましょう！
（真宗大谷派の若手僧侶 3 ～ 4 名：日替わりで担当）
※受講無料（入館料のみ必要） お問合せ、受講申込は苗加苑まで

庄東センタ−

安川 297 ☎ 37-1550

休館日：6日・13日・17日・20日・27日・29日
◆お楽しみ会

鯉のぼり

４月21日
（木）午前11時

家に眠っている鯉のぼりはありませんか？
庄東センターで受付をしています
「ザ・あんぽんたん」
1日（金）午後1時30分
「亀ヶ谷治夫＆豊晧会」
8日（金）午後1時30分
「新蔵富美男一座＆鼓都の会」 15日（金）午後1時30分
「立山相甚会」
19日（火）午後1時30分
「鳳泉会」
22日（金）午後1時30分
㊟カラオケの日
9日・23日（土）午後1時30分
◇脳トレ学級
15日（金）
午前10時
◇いっぷく体操・健康相談
火曜 午前10時
4 月以降、休館日が「祝日の翌日」から「祝日」へ変更となります。
なお水曜、第 3 日曜の休館日は変更ありません。
※各施設では定例開催のコーナーもあります。詳細は各施設にお問合せください。

北部苑 ＮＥＷＳ！
受講者募集！

暮らしの講座
5月下旬～12月（月1回開催）
締切 5 月 8 日
（日）

水引細工やパステルアート、フラワー
アレンジメントなど暮らしを彩り豊かに
する 7 種の講座を開催します！

イベントや講座についての詳細はホームページをご覧ください！

北部苑 DE あそぼう
4月23日
（土）

午前9時30分～11時30分

大きな絵本の読み聞かせや 0 円マー
ケットを開催します！（サイズアウト
した洋服等の持ち込み大歓迎！）
参加費 100 円（おやつ代として）
定 員 先着 15 名（子どもの人数）
対 象 未就園児・園児・低学年児童
締 切 ４月16日
（土）
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◆お楽しみ会
「さ～ちゃん一座」
「風香の会」
「新蔵富美男一座＆鼓都の会」
「藤山一座」
◆おたのしみ風呂
◇脳トレ学級
◇ふれあい市
◇いっぷく体操・健康相談
㊟カラオケの日

各種案内

４ 月の施設行事案内

