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★活動紹介パネル展示（～20日まで）
　　①市内小・中・高校・特別支援学校
　　　ボランティア活動
　　②ボランティアグループ活動

★体験コーナー（14日）
・親子プログラミング
・脳トレ
・バルーンアート
・車イス体験

★体験コーナー（15日）
・絵本の読み聞かせ
・ペーパークラフト　　
・手作りおもちゃ
・車イス体験

★展示コーナー（14日・15日）
　　①作品展示　　　 ②防災グッズ展示

　市内で行われているボランティア活動の紹介や作品等の展示を行います！また、ボランティアグループの皆さんによ
る楽しい体験コーナーが盛りだくさんです。ボランティアについての相談や質問にもお答えします。皆さん、ぜひ遊び
に来てくださいね♪

（日・時間によって内容が変わります。社協ホームページを
ご確認ください。）

場　所　中野地区　寺院や公民館など
開催日　年 4回予定	
料　金　こども無料
　　　　大人（高校生以上）200円
担当者　岩原（いわはら）　
連絡先　0763-33-1782

場　所　アプリコットA　〔深江 1-144〕
開催日　第 1・3土曜　11時～ 14時
料　金　中学生以下無料
　　　　大人（高校生以上）300円
担当者　舘（たち）　　　連絡先　070-6649-8922　
※予約不要ですが、食物アレルギーについて特別の対応は
　行っていません。

★オープン　1月7日（土）11時～14時

詳細は、各食堂の連絡先にお問合せください。

新たに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！

地域のこどもや大人が笑顔で集う場で、
四季を

感じられる食事を出したいと思っています
。

一人ぼっちの食事を少しでも減らし、

あたたかいごはんをおなかいっぱい食

べることができる地域の中の安心でき

る居場所づくりを目指します。

こども食堂がオープンします！！

中野こどもおとな食堂

出町子ども食堂

砺波市ボランティア活動紹介展
と　き 1月14日（土）・15日（日）　※パネル展示は1月20日（金）まで

ところ イオンモールとなみ グリーンコート
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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
11月15日～12月14日（敬称略）

広報  となみ  2023.123

　11月25日～ 27日の3日間、チューリッ
プ四季彩館で「第 55 回砺波善意色紙頒布
会」を開催しました。
　会場では 147 名の作家の皆さんからご
寄贈いただいた作品 287 点を展示、490
名余りの方が来場され入札いただきまし
た。収益金は歳末慰問金として活用させて
いただきます。
　作家の皆さん、入札いただいた皆さんの
福祉へのご協力に心より感謝します。

　 新 た な 体 験 と し て、“ せ ん だ ん の
HILL”を利用し『陶芸教室』を開催しま
した。越中三助焼窯元の谷口先生にご
指導いただき、思い思いの作品が出来
上がりました。
　陶芸教室の後は“せんだんの HILL”
のカフェでコーヒーやジュースを楽し
みました。

　今年もチューリップの球根と花苗の
植え付け体験を行いました。プランター
の他、一人一人のポットに寄せ植えも
行い、参加者は、春にかわいい花と色
とりどりのチューリップが元気に咲く
ことを楽しみに、それぞれのポットを
持ち帰られました。

　12月13日、出町青葉
幼稚園より、園児たちが
お手伝いなどで集めた募
金8,583円をご寄付いた
だきました。

●応募資格　普通自動車運転免許
　　　　　　介護職員初任者研修修了（ヘルパー２級相当）以上
●雇用期間　～令和 5 年 3 月 31 日（更新の可能性あり）
●勤務日時　月～土曜の週5日で、8時～18時30分の内の7時間45分（シフト制）
●選考方法　書類選考後、面接（日程調整）
●募集期間　１月 20 日（金）まで
●応募方法　市販の履歴書に資格証の写しを添えて持参や郵送
　　　　　　〒939-1386 砺波市幸町 8-17　砺波市社会福祉協議会総務課宛

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

 １月11日（水）
 ２月１日（水）

           13時～16時

１月18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 1月６日・20日（金） ―

人権相談 1月６日・20日（金） 1月13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。

匿名　社会福祉のために 10,000円

わた菓子のたかちゃん 10,000円
匿名 10,000円

出町青葉幼稚園 8,583円
南部っ子児童会 47,076円、使用済み切手14,238枚
砺波工業高校生徒会 13,798円
となみセントラルライオンズクラブ 26,000円
前田晴美 編みぐるみ30個
匿名 30,000円
匿名 10,000円
匿名 手編みクッション10枚、手編みアクリルたわし95個

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。

　市社会福祉協議会　☎ 32-0294　

【陶芸体験】� ８月６日

【花苗の植え付け体験】� 11月27日

ボランティア基金

社会福祉事業振興基金

社会福祉法人砺波市社会福祉協議会
南部デイサービスセンター・北部デイサービスセンターの
嘱託介護職員を募集します！

皆さんの善意
ありがとうございました

生活訓練事業

陶芸体験・花苗植え付け体験レポート

砺 波 善 意 銀 行
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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、1～4日、9日

◇絵手紙教室 10日・24日（火）13時30分
◇ザ・あんぽんたん 19日（木）13時30分
◇脳トレ教室 23日（月）14時
◇なつかしの唱歌 30日（月）13時30分
◇百歳体操 水曜14時
◇カラオケタイム 金曜13時
	

こどものあそびば 麦秋苑
1月21日（土）10時〜15時

「いきいき工作メイト」の皆さんと工作をして遊ぼう！
(いきいき工作メイトさんは13時30分～14時30分)
絵本や遊具でも遊べます！

新春のつどい 北部苑
1月６日（金）10時〜15時
～観て、聴いて、味わう　日本のお正月～
日本舞踊や筝曲、呈茶席で新春をお楽しみください。
呈茶席：10時～13時　　日本舞踊・筝曲：13時30分～

苗加苑カラオケ大会 苗加苑
1月18 日（水）13時30分〜
出場者大募集！！先着20名（組）
最優秀賞、優秀賞、ハッスル賞など各賞あり
出場申込み、お問合せは苗加苑まで

苗加苑 苗加824 -1　☎32-7294
休館日：月曜、1～ 3日、10日、15日

北部苑 林1202　☎33-6633
休館日：水曜、1～ 4日、10日、15日

麦秋苑 三郎丸183-2　☎33-2846
休館日：月曜、1～ 3日、10日、15日

庄東センタ− 安川297　☎37-1550
休館日：水曜、1～ 4日、9日、15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13時30分から開催します。
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ 4 5 6 北部苑
①新春のつどい

8 9 10 11 苗加苑 12 北部苑
貫松輝会
三味線演奏

福美会
民謡・民舞

13 庄東センター
澄柳会舞踊 14

15 16 北部苑 17 庄東センター 18 苗加苑 19 麦秋苑 20 北部苑 21 麦秋苑

全館休館日
水田たけし＆
仲間たち	歌謡

貫松輝会
三味線演奏

②カラオケ大会 新蔵富美男一座
＆鼓都の会
舞踊

貫松輝会
三味線演奏

③こどもの
　		　あそびば

22 苗加苑 23 24 25 苗加苑 26
となみ昇栄会
民謡・舞踊

立山相甚会	甚句 27 庄東センター
立山相甚会甚句

28 北部苑
いいとも一座
歌謡･舞踊・太鼓

29 30 31 １ ２　　　 ３ ４

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 17日(火) 13時30分 水曜 10時

北部苑 火曜 13時30分 16日（月） 10時 木曜 10時

麦秋苑 5日(木) 10時 ※1月はお休み 4日・18日(水)
 10時30分

庄東センター 14日・28日(土)
 13時30分 20日（金） 10時 火曜 10時

※3日は休み

その他の行事・イベント

苗加苑

◇月の市 18日（水）11時
◇歌のONステージ（カラオケDAM）で歌おう！
 21日（土）10時～15時
◆ロビー展示コーナー
　押し花教室作品展 1月6日（金）～

麦秋苑 ◇ほっとなみカフェ 12日（木）14時

　12 月11日（日）に「北部苑
DE あそぼう」を開催し、紙
芝居師おむらいすんさんの紙
芝居やプチ工作、ミュージッ
クパネルシアターで大盛り上
がりでした！
　次回は 2 月18 日（土）です。

今月は北部デイにいるよ !

NEW

福祉センターイベント予定   1月

②

①

③

北部苑
♨いちじくの葉湯

庄東センター
楽団ひとり歌謡

7 苗加苑
いいとも一座
歌謡･舞踊
北部苑
ザ・あんぽんたん
歌謡･舞踊
　　	♨松葉の湯

庄東センター
ザ・あんぽんたん
歌謡･舞踊

年始休業日

ぜひ来てね.！

ぜひ来てね.！

ぜひ来てね.！

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


