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　８月 27 日（土）に「令和 4 年度砺波市福祉健康大会」が砺波市文化会館
で開催され、社会福祉や保健衛生の向上に尽力された方や、砺波善意銀行
に善意の預託をされた方など、27 個人、15 団体へ表彰状や感謝状が贈ら
れました。

　式典の後、砺波市から「いきいき百歳体操」の目的である、地域の仲間
と一緒に集う大切さや体操の効果について紹介がありました。
　現在、「いきいき百歳体操」は 100 か所以上で取り組まれ、今年度はさ
らに（株）明治との包括連携協定による「街の強さひきだすプロジェクト」
とのタイアップにより、多くの方の健康を引き出す取り組みが展開されて
います。

■砺波市社会福祉協議会長表彰
《個人の部》
　嶋田　政明　　　
《優良団体の部》　
　南般若高砂会　　
　若林寿会
《ボランティア活動の部》
　荒木裕美子　　　沖田　惠子　　　田嶋多津子
　舘　千佳子　　　西野裕美子　　　
　砺波音楽療法研究会
　となみ野脳トレクラブ

■砺波市環境保健衛生協議会長表彰
《個人の部》
　石附　洋子　　　榮前田榮子　　　大島　文子
　黒田　輝美　　　佐伯美智子　　　坂井夕起子
　大門　則子　　　土田　悦子　　　中島　外美
　埜村　悦子　　　畑　のぶ子　　　平木惠美子
　藤井眞智子　　　古井うた子　　　前田千栄子
　宮田かず子　　　村井　昭子　　　山崎美智代

砺波善意銀行頭取（市長）より感謝状を受領する
砺波北部小学校児童会代表　吉崎 瑞央さん

講師の柳 尚夫氏

受賞された方は次の方です。おめでとうございます。　（敬称略）
■砺波善意銀行頭取感謝 
《個人の部》
　上野むつ子　　　山森　正道　　　吉田　一衛　　　
《団体の部》
　砺波市立砺波北部小学校児童会 
　砺波市立砺波南部小学校
　　　　　全校があいさつで笑顔になれるボランティア委員会
　社会福祉法人となみ中央福祉会あぶらでん認定こども園  　
　学校法人出町青葉幼稚園  
　株式会社宮木建設
　株式会社丸圓商店
　砺波ロータリークラブ・となみセントラルライオンズクラブ  
　となみセントラルライオンズクラブ
　砺波市美術協会
　日本民踊研究会富山県支部　豊 会
　東野尻地区老人クラブ連合会　禄寿会

　続いて行われた、兵庫県豊岡健康福祉事務所所長の柳尚夫氏による
講演「コロナを乗り越え、いきいき百歳体操に集おう～失って気づく
地域の絆の大切さ～」では、『コロナの影響により地域での集まりが困
難な状況ではあるが、地域で集って人と会う楽しさが体操の継続と認
知症予防につながっている。いきいき百歳体操は簡単で誰でも参加で
き、また継続することで高齢でも日常生活の動きが格段に良くなるの
で多くの方に実感いただき、砺波市のいきいき百歳体操をパワーアッ
プしていって欲しい』とお話されました。

令和 4 年度
砺波市福祉健康大会
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市社会福祉協議会では、地域の皆さんと共にケアネット事業やふれあい・いきいきサロン事業等
住民主体の地域福祉活動を推進しています。

ボランティアの養成や体験講座に活用 高齢者宅へ弁当の配達と安否確認を行う
みまもり配食に活用

　本年も市社会福祉協議会会費、共同募金、日本赤十字社活動資金、社会を明るくする運動会費について、自治会等
を通じてご協力のお願いをさせていただきます。
　皆さんからの会費・募金は地域福祉活動の推進や在宅福祉サービスの充実を図るうえで貴重な財源となっています。
ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

　皆さんからお寄せいただいた募金は、高齢者、障
がいのある方、子どもたち等を支援する、砺波市内
の様々な福祉活動に役立てられます。令和4年度は、
市内9団体に助成しています。
　今年度の目標額は6,363,000円となっており、
戸別募金、職域募金、学校募金等の活動を予定して
います。
　皆さんのご協力をよろしくお願いします。

　8月 8日から 10日にかけて、ボランティア体験学習「中高生のボランテ
ィアスクール」を実施し、中学生 6人が参加しました。
　地域で行われるボランティア活動への参加や福祉作業所油田・ワークハウ
スとなみ野での作業体験、地域活動支援センターとなみ野では利用者と一緒
にペタンクを行いました。

「砺波市老人クラブ連合会」
では、赤い羽根共同募金を活
用して、会員の年代や地域を
超えた交流を図るため囲碁大
会を開催しています。

令和4年度 じぶんの町を良くするしくみ。

　生徒からは「今まで知らなかった地域の活動を知ることができた」「障が
いのある方が働く施設があることを初めて知った。障がい者や高齢者への
認識が改まった」という感想がありました。また、共に活動することで校
区を超えた交流が深まりました。

中高生のボランティアスクール

社会福祉協議会会費・
その他募金へのご協力のお願い
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場　所　民家（喫茶緑山併設）　砺波市千代 799-11
開催日　毎月２回　次回：10月 23日（日）
　　　　　　　　　　11月〜：第 1土曜、第 3日曜
　　　　食事時間は 12時〜 13時
料　金　小学生以上 300円、小学生未満無料
担当者　猪原
連絡先　090-4684-4628　inomiyu1160@icloud.com
※事前申込が必要

場　所　一服茶屋ふかえ　砺波市深江 1098-14
開催日　第２・第４土曜　12時〜 14時
料　金　中学生以下 100円、大人（高校生以上）200円
担当者　嶋村
連絡先　090-2098-5227　s.nobuyuki@sea.plala.or.jp
※定員　中学生以下 10 名、大人（高校生以上）5 名　

★オープン　10月8日（土） 11時30分〜14時

★オープン　10月10日（月） 12時〜14時

詳細は、各食堂の連絡先にお問合せください。

10 月から市内に２か所のこども食堂がオープンします。ぜひお越しください！

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

 10月5日（水）
 11月2日（水）

           13時～16時

10月19日（水）
13時30分
　　　　～16時

※前日までに予約（☎ 33-5511）が必要

行政相談 10月7日・21日（金） ―

人権相談 10月7日・21日（金） 10月14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　８時30分～17時15分
　　　　　（土・日曜、祝日、年末年始は休み）

※感染状況により中止となる場合があります。

中村一桁会　福祉のために　 27,418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。令和4年8月3日からの大雨災害義援金　

 令和5年  3月31日まで

令和4年7月大雨災害義援金 令和4年10月31日まで
※この他にも義援金を受け付けており、郵便局窓口、
銀行本支店窓口でも受け付けます。

　日本赤十字社砺波市地区　☎32-0294　

砺 波 善 意 銀 行

居場所を作りたいと考えています。子ども
たちをはじめとして、

幅広い年代層の方が集まり、交流してくだ
さればうれしいです。

食材の提供、ボランティアの協力をお待ち
しています。

子ども食堂を通じて、子どもたちの多様
な

学びや体験の場となり、家庭や学校に次
ぐ

第３の居場所になるよう願っています。

  日本赤十字社 義援金の受付

砺波市初 こども食堂がオープンします！！

こども食堂　風の家（みーおばちゃまのお助け隊）

ひまわり子ども食堂
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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、10日

◇交通安全教室� 18日（火）14時
◇脳トレ教室� 24日（月）14時
◇音楽療法研究会� 25日（火）14時
◇ザ・あんぽんたん� 27日（木）13時30分
◇百歳体操� 水曜14時
◇カラオケタイム� 金曜13時

苗加苑 DE あそぼう　　�
11月６日（日）9時～11時30分
親子で花壇や鉢にチューリップの植込み体験をしよう！	
参加した親子には植込んだ鉢をプレゼントします。	
参 加 費　子ども1人100円（おやつ代）　　定員　20組 
申込締切　11月2日（水）　苗加苑まで！ 

親子で体験　リンゴ狩り＆アップルパイ作り
11月13日（日）9時～11時30分
定　員　10組（１組は2～4人、保護者同伴）　
参加費　1人/200円　　申込締切　11月5日（土）
※申込みは庄東センターまで

北部苑 DE あそぼう
11月19日（土）9時30分～11時30分
チューリップ球根植え、大きな絵本のおはなし、0円マーケット
を開催します！球根のプレゼントもあるよ！
参 加 費　子ども1人100円（おやつ代）　　定員　20組
申込締切　11月13日（日）　北部苑まで！　

こどものあそびば� 麦秋苑
10月1日（土）10時～15時

「竹の子グループ」の皆さんと折り紙や
工作で遊ぼう！絵本や遊具でも遊べます。

苗加苑 苗加824 -1　☎32-7294
休館日：月曜、11日、16日

北部苑 林1202　☎33-6633
休館日：水曜、11日、16日

麦秋苑 三郎丸183-2　☎33-2846
休館日：月曜、11日、16日

庄東センタ− 安川297　☎37-1550
休館日：水曜、10日、16日

歌の日・カラオケ 脳トレ学級
( クイズ・歌・体操）

いっぷく体操・
健康体操（相談）教室

苗加苑 土曜 10時 4日(火) 13時30分 水曜 10時

北部苑 4日・18日・25日(火)
 13時30分 17日（月） 10時 木曜 10時

麦秋苑 6日・20日(木) 10時 15日（土） 10時 5日・19日(水)
 10時30分

庄東センター 8日・22日(土)
 13時30分 21日（金） 10時 火曜 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
 5日（水）13時30分
◇歌のONステージ（カラオケDAM）で歌おう！　
 15日（土）10時～15時
◇月の市 2日（日）11時
◆ロビー展示コーナー
　河合良広さんご夫婦趣味の陶芸展 10月1日（土）～

北部苑 ◇ふれあい市 13日（木）10時
◇ほっとなみカフェ 20日（木）13時30分

①は下の詳細をご覧ください。お楽しみ会は各施設で13時30分から開催します。
日 月 火 水 木 金 土

25 26 27 29 29 30 1 麦秋苑
①こどもの
　		あそびば

2 苗加苑 3 北部苑 4 5 苗加苑 6 7 庄東センター 8
秋祭り
寄席・歌謡ショー

澄柳会
歌謡･舞踊

辰巳流千の会
歌謡･舞踊

劇団	輝
歌謡･舞踊 北部苑

♨いちじくの葉湯
9 苗加苑 10 11 12 苗加苑 14 庄東センター 15
バックドロップズ
管楽器演奏

太陽一座
歌謡･舞踊

すずらんの会
舞踊･歌謡

16 17 北部苑 18 庄東センター 19 苗加苑 22

全館休館日
新蔵富美男一座
＆鼓都の会 舞踊

ザ・あんぽんたん
歌謡･舞踊

いいとも一座
歌謡･舞踊

20
北部苑
♨よもぎ湯

23 24 25 26 苗加苑 27 北部苑 29 麦秋苑
福美会
民謡・舞踊

藤山一座
歌謡･舞踊

いいとも一座
歌謡･舞踊

30 北部苑 31 1 2 3
ふみ乃会
10周年記念コンサート
大正琴・舞踊 4

5

今月は苗加苑にいるよ !

福祉センターイベント予定  10 月

①

13 北部苑
喜楽会民謡･舞踊
麦秋苑
ザ・あんぽんたん
歌謡･舞踊

21 北部苑
すずらんの会
舞踊･歌謡
苗加苑
カラオケ同好会
ミニ発表会
庄東センター
辰巳流千の会
歌謡･舞踊

28 庄東センター
懐メロミュー
ジックフレンド
歌謡・生演奏

ぜひ来てね.！

申込受付中！

申込受付中！

申込受付中！

新型コロナウイルスの感染状況によっては、行事の
変更・中止や施設を休館する場合もあります。


