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誰もが安心して暮らせる地域を目指し、地域の困りごとや問題について
　　　　　　民生委員児童委員につなげる「アンテナ役」です！ 現在 374 名の方に委嘱しています。

１. 民生委員児童委員との連携
民生委員児童委員と、地域内で困りごとを抱えた方についての情報
交換や訪問活動を行います。

２. ケアネットチームの活動支援
チームの一員となり、困りごとを抱えた方の見守りやゴミ捨てなど
生活のお手伝いを行います。

３. 自治会の福祉イベントに協力
ふれあい・いきいきサロンや地域の敬老会などの実施に協力します。

　最近膝や腰が痛くてゴミ捨
てや除雪作業が難しくなって
きたんです。

　とてもありがたいです。
福祉サポーターさんや民生
委員さん、地域の方のサポ
ートがあり安心して生活で
きます。何か困ったことが
あっても相談できるし、本
当に助かっています。

「大変やりがいがあります！」
　見守りやゴミ捨て、冬は除雪のお手伝
いをしています。Ａさんから笑顔で「あ
りがとう」と声をかけてもらい、大変や
りがいがあります。
　福祉サポーターになる前は、福祉に対
する意識が薄かったのですが、今は地域
の日常での困りごとを意識するようにな
りました。
　一人暮らしや高齢者のみの世帯が増え
ていく中で、地域の方を敬う気持ち、恩
返しをする気持ちが大事だと思います。
地域住民の一人として、相談相手やサポ
ート役になれたらよいと思っています。

「連携を図っていくことが大切です！」
　福祉サポーターが中心となりケアネッ
ト活動を実施していただき大変助かって
います。ゴミ捨てや除雪などの日常生活
上のサポートは近隣の方が頼りです。福
祉サポーターの活動が活発だと地域の支
え合いの力が強くなります。
　地域のことをよく知る福祉サポーター
がアンテナ役になり、地域の困りごとを
抱えた方の把握をしていただき、私達、
民生委員と連携を図っていくことが大切
だと思います。

福祉のまちづくりに重要なキーパ－ソン

「福祉サポーター」をご存知ですか？

A さんの日常生活をサポートする
ケアネットチーム結成

福祉サポーターの声

民生委員児童委員の声

ケアネットチーム員の声

福祉サポーターの主な役割

福祉サポーター活動事例　～ケアネットチームの活動支援編～

鷹栖地区
福祉サポーター
寺島　敏男さん

情報交換会

鷹栖地区
民生委員児童委員
寺　架津弘さん

見守り・声かけ

ゴミ捨ての
お手伝い

Ａさん
一人暮らし

Ａさんの感想

ケアネット
活動支援内容

玄関先の除雪作業
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となブロ
（ゆーりっぷの部屋）

ホームページ
http://www.tonami-shakyo.or.jp/

善意の窓口
4月15日～5月14日（敬称略）
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　４月 28 日に「砺波市地域福祉活動計画評価委員会」を開催
しました。
　有識者等で構成される評価委員会では、地域福祉の推進を
図る第４次地域福祉活動計画の進捗状況の確認や評価を行い
ました。その評価を市や地域と共有し、今後の地域福祉活動
に反映していきます。

〈ボランティア講座〉
麦秋苑に来た子どもに、絵本を読み聞かせる
ボランティア体験をしました

　４月から市社会福祉協議会公式 Twitter を開設
しました。福祉センターでのイベントや講座の案
内、市内のボランティア情報など福祉に関する情
報を発信していきます。
　あわせて市社会福祉協議会ホームページやとな
ブロ「ゆーりっぷの部屋」もぜひチェックしてみ
てください！

評価の報告書を社協ホームページにアップしましたのでご覧ください

社協Twitter

主なご意見・評価
・地区と一緒に地区福祉プランの実施に向けて取り組んでほしい。
・福祉サポーターの役割をわかりやすくすることが大切。
・子育て世帯のケアネットチームが立ち上がったことはとても良い。
・若い人を活用し、SNS 等による情報発信を積極的に行ってはどうか。
・福祉センターに子どもが集まり、利用者との交流につながっている。
・ボランティア講座を受講した方が活動できる場が必要。

毎月第１・第３水曜
午後０時20分より

　FMとなみ（76.9MHz）「ハートフル
広場」でもとなみの福祉情報をお知ら
せしています！

　4月18日、㈱丸圓商店
（新鮮市場ヴァローレ）よ
り、車イス5台をご寄付
いただきました。車イスは
福祉機器リサイクル事業の
貸出用車イスとして有効に
活用させていただきます。

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1日（水）
   7月6日（水）

           午後1時～4時

6月15日（水）
午後1時30分
　　～3時30分

※予約（☎ 33-5511）が必要
行政相談 6月3日（金）・17日（金） ―

人権相談 6月3日（金）・17日（金） 6月10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　☎ 33-5511

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。

匿名2名　シニア元気あっぷポイント事業転換交付金
 2,300円
 
㈱丸圓商店（新鮮市場ヴァローレ） 車イス5台
匿名 3,000円

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。

砺 波 善 意 銀 行

ボランティア基金

砺波市地域福祉活動計画評価委員会

砺波市社会福祉協議会  Twitter 始めました！！
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出町生きがいセンター
表町3-1　☎33-3358
� 休館日：土・日曜、祝祭日

◇絵手紙教室� 14日（火）午後1時30分
◇音楽療法研究会� 21日（火）午後2時
◇脳トレ教室� 27日（月）午後2時
◇オカリナ演奏会� 28日（火）午後2時
◇百歳体操� 水曜午後2時
◇カラオケタイム� 金曜午後1時

20周年七夕の集い  庄東センター  
６月 28日（火）午前11時～正午
地域の園児たちによるお遊戯や合唱、「カ・ナル・ナニ＆
オハナ」がパフォーマンスを披露します。七夕に一緒にお
願い事をしませんか？

出町子供歌舞伎曳山会館の
『座★お気軽寄席』がやってくる！ 北部苑
6 月 26日（日）午前10時～11時30分
上方若手・中堅実力派の巧みな話芸をお楽しみください！

こどものあそびば  麦秋苑
6 月 4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
皆さんによる絵本の読み聞かせを開催します！

いきいき百歳体操を体験しませんか？ 苗加苑
6 月～８月まで毎週木曜　午後１時 30分
いつまでも元気に生活できるよう筋力の維持・向上を
目指した体操教室を開催します。丁寧な指導で初心者
も安心！　申込み、問合せは苗加苑まで
参加費　無料（入館料は必要です）　

苗加苑 苗加824 -1　☎32-7294
休館日：月曜、第３日曜、祝日の翌日

北部苑 林1202　☎33-6633
休館日：水曜、第３日曜、祝日の翌日

麦秋苑 三郎丸183-2　☎33-2846
休館日：月曜、第３日曜、祝日の翌日

庄東センタ− 安川297　☎37-1550
休館日：水曜、第３日曜、祝日

①～③は下の詳細をご覧ください。お楽しみ会は各施設で午後１時30分から開催します。

日 月 火 水 木 金 土
29 30 31 1 2 苗加苑 3 庄東センター 4 麦秋苑

ザ・あんぽんたん
歌謡･舞踊

水田たけし＆
仲間たち 歌謡

①こどもの
あそびば

5 6 北部苑 7 庄東センター 8 苗加苑 9 10 庄東センター 11
喜楽会
民謡･舞踊

劇団ゆうしん
歌謡･舞踊

懐メロミュー
ジックフレンド
歌謡・生演奏

貫松輝会
三味線演奏 北部苑

♨しその葉湯

12 13 14 15 16 苗加苑 17 庄東センター 18 北部苑
新蔵富美男一座
＆鼓都の会 舞踊

トゥインクル
スターズ
ハーモニカ演奏

劇団ゆうしん
歌謡･舞踊

19 20 21 庄東センター 22 苗加苑 23 北部苑 24 庄東センター 25

全館休館日
マジックサム
チップ
手品・玉すだれ

貫松輝会
三味線演奏

廣瀬倖と歌仲間
たち 歌謡

すずらんの会
舞踊 北部苑

♨竹炭湯

26 北部苑 27 北部苑 28 庄東センター 29 苗加苑 30 麦秋苑 1 2
②座★お気軽
寄席

華舞踊会
歌謡･舞踊

③七夕の集い 福美会
民謡･舞踊

懐メロミュー
ジックフレンド
歌謡・生演奏

脳トレ学級
( クイズ・歌・体操） 歌の日・カラオケ いっぷく体操・

健康体操（相談）教室

苗加苑 7日（火） 午後1時30分 土曜 午前10時 水曜 午前10時

北部苑 20日（月） 午前10時 火曜　 午後１時30分 木曜 午前10時

麦秋苑 18日（土） 午前10時 2日・9日・16日(木)
 午前10時

1日・15日(水)
 午前10時30分

庄東センター 17日（金） 午前10時 11日・25日(土)
 午後１時30分 火曜 午前10時

その他の行事・イベント

苗加苑

◇みんなで歌おうカラオケタイム
 1日（水）午後１時30分
◇月の市 8日（水）午前11時
◇ほっとなみカフェ 15日（水）午後１時30分
◇歌のONステージ（カラオケDAM）で歌おう！　
 18日（土）午前10時～午後3時

北部苑 ◇ほっとなみカフェ 9日（木）午後１時30分
◇ふれあい市 18日（土）午前10時

今月は北部苑にいるよ !

福祉センターイベント予定  ６月

①

②

③

ぜひ来てね.！

ぜひ来てね.！

ぜひ来てね.！

申込
受付中


