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　県内外で活躍中の作家の皆さんや、京都・奈良の高僧の方に
寄贈いただいた作品約 300 点を展示頒布します。
◆頒布方法　入札制 　　※入札価格は軸物 ６千円以上
　　　　　　　　　　　　 色紙・その他は ５千円以上
収益金は、歳末慰問事業等の市内の福祉事業に活用させて
いただきます。

出品者はホームページで
ご確認ください

　市社会福祉協議会　☎ 32-0294　

砺波市の福祉教育を推進しています！
福祉「広げよう　心のふれあい」

地域共生社会の実現に向けて
　１０月７日、「第１回福祉教育推進検討委員会」を開催しました。
　第４次砺波市地域福祉活動計画でも「福祉教育の充実」を重点計画としており、福祉教育の
推進を図るべく、子どもも大人も一緒に福祉について学び地域づくり活動ができる場づくりを
検討します。
　委員会には、学識経験者や福祉関係者、当事者、地域の方等が参加され、「普段の生活の体
験を福祉教育に活かすことが重要」「まずは福祉を身近に感じてもらう取り組みが必要」等、そ
れぞれの立場からご意見をいただきました。
　皆さんの意見をもとに、誰もが認め合い安心して暮らせる地域づくりを目指して、今後の福
祉教育の方向性や役割を福祉教育の基本方針として示していく予定です。

　砺波北部小学校の３年生が、総合的な学習の時間に福祉についての学習を進めてい
ます。
　９月 15 日、地域包括支援センターの高崎彩香さんをお招きし、「あなたもわたしも
同じ『ひと』」と題してお話いただきました。車イスを利用している自分の体験を踏まえ、

「障がいや病気の有無という違いはあるけれど、ひとりの人間であることは同じであり、
『ひと』として関わることが大切」とお話されました。児童からは普段の生活や高崎さ
んの得意なこと等、たくさんの質問がありました。
　９月 27 日には、車イスに乗って校内の移動やボッチャの体験をしました。児童からは「車イ
スに乗ると視線が低くなって上の方に書いてある文字が見えづらかったり、ボッチャのボールが
思ったところに投げられなかったりした」「エレベーターのボタンが車イスに乗っている人のた
めに低く付いていること等、やさしい工夫が学校の中にもあることに気付いた」という感想が聞
かれました。

令和４年　チャリティー
第55回 砺波善意色紙頒布会

と　き

ところ

11月25日（金）～27日（日）
9時～17時
　　　※27日（日）のみ16時まで

チューリップ四季彩館　ホール
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となブロ
（ゆーりっぷの部屋）社協Twitter ホームページ

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

善意の窓口
9月15日～10月14日（敬称略）
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赤い羽根共同募金

　9 月 25 日、市総合防災訓練に合わせて「砺波市
災害救援ボランティアセンター運営訓練」を砺波南
部小学校で実施しました。
　災害救援ボランティアセンターは、万が一、大規
模災害が発生した際に被災者や被災地の復旧・復興
支援を目的として立ち上げられます。
　民生委員児童委員、地域福祉コーディネーター、
となみセントラルライオンズクラブ、となみ青年会
議所から約 30 人が参加し、被災地へ駆けつけたボ
ランティア役とセンターのスタッフ役に分かれて模
擬訓練を行いました。参加者からは「貴重な体験だっ
た」、「いざという時のために、訓練に参加して流れ
を把握しておくべきだ」など、気づきの声もあり、
災害救援ボランティアについて考える大切な機会と
なりました。

　10月８日、スカイフェ
スとなみ2022実行委員
会（武田大輔実行委員長）
より車イス2台をご寄付
いただきました。
　これは「スカイフェス
となみ 2022」で行われ
たチャリティー体験試乗
会の体験料で購入された

もので、今回で17回目、計38台となります。

　10月１日から「令和４年度赤い羽根共同
募金運動」が始まりました。赤い羽根共同
募金はホームページ等で紹介していますの
で、ぜひご覧ください。 赤い羽根データベース

はねっと

　高齢者や車イス利用者の方の通院等をお手伝いする、車イ
ス移送サービス「ふれあい号」の運転ボランティアさんを募
集しています！
　活動するには、下記の養成講座を受講していただく必要が
あります。
①国土交通大臣認定福祉有償運送運転者講習
場　所　石川県金沢市東部自動車学校
　　　　（石川県金沢市横枕町口 8）
講　師　特定非営利活動法人バリアフリー総合研究所
　　　　※送迎あり

※定員等の都合により、日時が変更する場合があります。
⑴12月		４日（日）8時 20分～ 18時
⑵		３月12日（日）8時 20分～ 18時
都合の良い日程で 1 回受講ください。
第２種運転免許をお持ちの方は受講不要です。

②認知症サポーター養成講座
場　所　市社会福祉会館（幸町 8-17）
講　師　市社会福祉協議会職員

①の福祉有償運送運転者講習受講後　
日時は要相談

③ふれあい号運転体験
場　所　市社会福祉会館（幸町 8-17）

①②の受講後、ふれあい号車両の操作を体験
日時は要相談

対　象　運転ボランティアに関心のある方　約 10 人　
受講料　無料　　　申込締切　11 月７日（月）

　申込先　砺波市ボランティアセンター　☎ 32-0294　

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

 11月2日（水）
 12月7日（水）

           13時～16時

11月16日（水）
13時30分
 ～15時30分

※前日までに予約（☎ 33-5511）が必要
行政相談 11月4日・18日（金） ―
人権相談 11月4日・18日（金） 11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
〔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。

スカイフェスとなみ2022実行委員会 車イス2台
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
 92,000円
砺波ライオンズクラブ・南砺ロータリークラブ
 68,000円
匿名 6,000円
匿名 介護用紙おむつ6袋

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。

いざという時のために！
「災害救援ボランティアセンター
運営訓練」を実施

砺 波 善 意 銀 行

ふれあい号運転
ボランティアさん
　　　大募集！！
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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、23日
◇懐メロミュージックフレンド
� 7日（月）13時30分
◇絵手紙教室� 8日・22日（火）13時30分
◇なつかしの唱歌� 21日（月）13時30分
◇脳トレ教室� 28日（月）14時
◇百歳体操� 水曜14時
◇カラオケタイム� 金曜13時

お客様感謝デー 北部苑
11月27日（日）9時～15時

ステージ：大正琴演奏・歌謡教室発表・オカリナ演奏、
　　　　  懐メロミュージックフレンド
★講座等作品展示、地元野菜やお寿司等の販売、ゆず湯も開催！

お客様感謝デー 庄東センター
12月3日（土）9時30分～15時
ステージ : オカリナ演奏・廣瀬倖＆フラワーズ・寸劇コント DE
　　　　 健康・カラオケ愛好会・となみ野民遊会
作品展示:ロビーにて書道・絵手紙・パッチワーク等を展示

お客様感謝デー 苗加苑
12月4日（日）9時30分～15時
午前：民桂会　　午後：楽団ひとり・越中いさみ太鼓
≪月の市スペシャル≫
　赤飯・餅・寿司・おにぎり・コーヒー・アイス販売　　
　苗加苑恒例じゃんけん対決もあるよ！

福祉センターのお客様感謝デーは入館無料！

きめこみ祥福うさぎ作り 麦秋苑
11月26日（土）10時～

来年の干支「うさぎ」の壁飾りをきめこみで作ります！
受講料  1,000円と入館料 　定員  12名　 申込  11月17日まで
持ち物  はさみ、目打ち（お持ちでない場合は苑で準備します）

苗加苑 苗加824 -1　☎32-7294
休館日：月曜、4日、20日、24日

北部苑 林1202　☎33-6633
休館日：水曜、4日、20日、24日

麦秋苑 三郎丸183-2　☎33-2846
休館日：月曜、4日、20日、24日

庄東センタ− 安川297　☎37-1550
休館日：水曜、3日、20日

①～②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

30 31 1 2 3 苗加苑 4 庄東センター 5 麦秋苑
鳳泉会舞踊
北部苑
金村ひろし歌謡ショー

鳳泉会舞踊 こどもの
　あそびば
バルーンアート

7 8 庄東センター 9 苗加苑 10 北部苑 11 庄東センター
劇団ゆうしん
歌謡･舞踊

劇団	輝
歌謡･舞踊

劇団	絆
歌謡･舞踊

新蔵富美男一座
＆鼓都の会 舞踊

14 15 庄東センター 16 苗加苑 17 18 庄東センター
おやべいきいき
劇団

華舞踊会
歌謡･舞踊

トゥインクルス
ターズ
ハーモニカ演奏13

20 21 北部苑 22 麦秋苑 23 苗加苑 24 25 庄東センター

全館休館日
辰巳流千の会
歌謡 ･舞踊

懐メロミュー
ジックフレンド
歌謡・生演奏

すずらんの会
舞踊･歌謡

いいとも一座
歌謡･舞踊
♨りんご湯

26 麦秋苑
①
1日体験教室

27 北部苑 28 29 30
②
お客様感謝デー
♨ゆず湯

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 １日(火) 13時30分 水曜 10時

北部苑 火曜 13時30分 21日（月） 10時 10日・17日（木）　
 10時

麦秋苑 3日(木) 10時 19日（土） 10時 2日・16日(水)
 10時30分

庄東センター 12日・26日(土)
 13時30分 18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 2日（水）13時30分
◇月の市 12日（土）11時
◇歌のONステージ（カラオケDAM）で歌おう！　
 19日（土）10時～15時
◇ロビー展示コーナー
　あじさいグループのパッチワーク展示 11月1日（火）～11月末

北部苑 ◇ふれあい市 21日（月）10時
麦秋苑 ◇ほっとなみカフェ 10日（木）14時

今月は南部デイにいるよ !

福祉センターイベント予定  11月

②

①

6 苗加苑DE
　　　あそぼう
※事前申込制
北部苑
中田案山子バンド
&カンタービレ
SATO生演奏

12 苗加苑
砺波散居節
保存会民謡
北部苑
ザ・あんぽんたん
歌謡･舞踊
♨どくだみ湯

19北部苑DE
　　　あそぼう
　※事前申込制

ぜひ来てね.！

ぜひ来てね.！

ぜひ来てね.！

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。


