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　社会福祉協議会への会費は、ふれあい・いきいきサロン
活動やケアネット活動を中心とした地域での生活を支える
福祉活動の推進に活かされるほか、市内 21地区への地域
福祉コーディネーターの設置や福祉サポーターの委嘱、福
祉課題の解決に向けた懇
談会の開催等の地域福祉
の基盤強化、また砺波市
福祉健康大会の開催や広
報「社協だより」の発行
に活用しています。

　赤い羽根共同募金は、約70％を砺波市内の福祉団体や施
設に、30％は県内の広域的な福祉課題の解決のために役立
てられます。砺波市では児童・生徒の福祉教育の推進や子
育て支援事業、市民のボラ
ンティア活動啓発事業等、
いろいろな福祉活動に活か
されています。

【募金内訳】
戸別募金	 5,554,300円
職域募金	 707,615円
（法人募金含む）
学校募金	 108,253円
その他	 37,021円

　日本赤十字社の募金は、火災等で被災されたご家族への
救援物資の配給や市民の皆さんを対象とした救急法・心肺
蘇生法（ＡＥＤ）講習会
の開催のほか、赤十字奉
仕団による一人暮らし高
齢者宅への慰問活動や献
血事業への協力等、地域
に応じた赤十字活動に活
かされています。

　犯罪や非行のない明るい地域社会を築くため、砺波保護
区保護司会が毎年7月に行う「社会を明るくする運動」や
市内各地区それぞれの実情に即した非行問題等を話し合う
「ミニ集会」の実施等、
市内の犯罪予防と青少
年の健全育成活動に活
かされています。
（活動の詳細は24ペー
ジを参照）

　各地区自治振興会や町内会を通じて寄せられた皆さんからの募金は「誰もが安心して
暮らせる福祉のまちづくり」をめざし、地域福祉活動や在宅福祉サービスの充実のため
有効に活用させていただきます。

共 同 募 金
総額　6,407,189円

赤十字活動
総額　6,293,000円

社会を明るくする運動
総額　742,320円

地域福祉事業
総額　5,312,650円

※戸別募金、職域募金、学校募金等合計額

※会費、寄付金（社資）合計額

各種募金にご理解ご協力をいただき
ありがとうございました

火災等の災害時に日本赤十字社から救援物資
（毛布・タオル・日用品等）を届けています。

夏休みに開催する、ボランティア
体験学習「中高生のボランティア
スクール」にも活かされています。

【助成対象事業】　　
令和６年度中に実施する事業
※令和５年度に募った募金をもとに助成するものです。
（例）・障がいへの理解促進や交流を図る事業
　　・子育て支援に関する事業
　　・高齢者の活動を支援、促進する事業　等

砺波市共同募金委員会では、あたたかい福祉のまちづくりを目的に活動する市内の団体を応援するために
「赤い羽根共同募金」を活用した助成を行います。

【助成対象団体】
　砺波市に活動の拠点を有する福祉団体、ボランティア団体等
　※令和 5年 6月に砺波市共同募金委員会で審査されます。
【申請方法】
　申請書に必要事項を記入のうえ、4月 28日（金）まで
　砺波市共同募金委員会へ提出してください。

　砺波市共同募金委員会（市社会福祉協議会内）☎ 32-0294　

市内大型店店頭での街頭広報活動

地域にある困りごとを「我が事」としてとらえ支え合う
地域を目指しケアネット研修会を開催しています。

「あたたかい福祉のまち」を目指して
　　　　共同募金一般公募事業を募集します！
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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

	３月１日（水）
	４月５日（水）

											13時～16時

３月15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 ３月３日・17日（金） ―

人権相談 ３月３日・17日（金） ３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　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。

福祉総合相談日程
相談は無料で秘密は厳守します。お気軽に相談してください。

　１月14日（土）～20日（金）、「砺波市ボランティア活動紹介展」をイオンモール
となみで開催しました。
　体験コーナーでは多くの親子連れが訪れ、プログラミング体験や絵本の読み聞
かせ等をボランティアと一緒に体験しました。初めての体験に驚きの声があがり、
笑顔が見られました。

大好評！ ボランティア活動紹介展

加入対象　　
ボランティアセンターに登録済のグループや団体、個人

補償期間　　
4月1日（16時）～令和6年４月１日（16時）
※4月 1日以降は加入手続き完了日から補償

補償対象
・ボランティア活動中の事故によりケガをした場合や、他
人にケガをさせた場合

・他人の物を壊してしまい損害賠償責任を負わされた場合
※天災の場合は、別途天災タイプへの保険加入が必要です。
※自動車事故による対人・対物賠償責任や自治会などの総会、
有償ボランティア活動など、対象とならない活動があります
のでお問合せください。

年間保険料　250円（一人につき）
申込み・問合せ　
市社会福祉協議会　本　　所　☎ 32-0294
　　　　　　　　　庄川支所　☎ 82-3520

　１月20日（金）、砺波市災害救援ボランティアセンター
ネットワーク構築研修会を開催しました。
　講師に合同会社HUGKUMI	代表社員長井一浩氏をお
迎えし、災害ボランティア活動や災害ボランティアセン
ター運営支援でのＩＣＴ（情報通信技術）の活用について、
これまでの事例を使ってご講演いただきました。
　研修には、民生委員児童委員や地区福祉推進協議会の
ほか、となみセントラルライオンズクラブやとなみ青年
会議所の皆さんが参加され、「支援活動の効率化には ICT
の活用が必要」「日頃から顔の見える関係づくりが大切」
等の感想があり、学びのある研修会となりました。
　今後も大規模災害に備え、市民の皆さんのボランティ
アへの理解を深めて災害ボランティアセンターの役割を
果たせるよう取り組んでいきます。

　また、展示コーナーでは市内の学校、ボランティアグループによるボランティア活
動を紹介したパネルを展示しました。パネルを見られた方からは「この活動に興味を
持ったので参加したい」等の声が聞かれ、市民の皆さんにボランティア活動に興味・
関心を持っていただくよい機会になりました。
　ボランティアに興味のある方は、ぜひお問合せください。

� 　市社会福祉協議会　☎ 32-0294　

砺波総合病院太田会	 43,957円
となみ野民遊会
	 となみ野民遊会「民謡」発表会	入場整理券 200枚
吉田　一衛	 15,000円
匿名	 　6,000円
匿名	 肌着等衣類 17点、毛糸 23束

砺 波 善 意 銀 行

災害救援ボランティアセンター

ネットワーク構築研修会
令和５年度

ボランティア活動保険のご案内
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教室名 開催日 講師

折り紙教室

第 2土曜
① 10時～
② 13時 30分～

柴田智美恵先生

季節に合わせた折り紙を楽しみましょう！

詩吟友の会

第 1・3金曜
	 13 時 30分 光主榮岳先生

詩吟を吟じて心身ともに健康を目指しまし
ょう！初心者も大歓迎です。

教室名 開催日 講師

書道教室

第 1・3土曜
	 13 時 30分 森田和子先生

ちょっとした時、美しい字が書けたらなと思
ったことはありませんか？初心者、若い方、
男性も大歓迎！基礎から丁寧に学びます。

パソコン教室

第 2・4日曜
	 13 時 30分 浅野俊樹先生

初心者でも安心。ワードとエクセルの初級、
中級を 1年間で学習します。お知らせ文書
や家計簿、年賀状作成などすぐに役立つ講
座です！

ヨーガ療法教室

第 1・2・4土曜	 10 時 海老美奈子先生
肩こり、冷え症、腰痛の方におススメ！高
齢者にも優しいヨガで体の関節や筋肉をゆ
っくりのばしてほぐします！

絵手紙教室

第 2・4土曜
	 13 時 30分 斉藤孝雄先生

基本的な絵手紙の描き方から楽しく学びま
す。心を込めて一生懸命に描いたものは相
手の心に必ず届きます！

茶道教室
（裏千家）

第 1・3土曜
	 13 時 30分 田中宗尋先生

初心者大歓迎！丁寧に分かりやすく優しく
教えていただきます！一緒にお茶を楽しみ
ましょう。

介護予防
バランス

アップ講座

第 1・3木曜	 10 時 竹田直美先生
運動が苦手な方も大丈夫！楽しみながら転
倒予防、認知機能向上を目指します。

３B 体操教室

第 2・4木曜	 10 時 島崎厚子先生
基礎体力を維持するための筋肉運動、生活
習慣病を予防する健康体操です。３つの補
助具を使って運動嫌いの方も楽しめます！

教室名 開催日 講師

歌謡教室
（邦楽・演歌）

第 1・3木曜
	 13 時 30分 堀田忠夫先生

邦楽から演歌まで、歌うことで楽しい時間
を過ごしましょう。

健康マージャン
教室

（初級〜中級）

第 2・4火曜
	 ９時 30分 齊藤和芳先生

優しく指導いたします。年齢・性別問わず
楽しめます。

健康マージャン
の日

４月からスタート！４卓まで自由に使えます。
第２・４日曜	 ９時～ 16時

教室名 開催日 講師

花の会
（生け花教室）

第２・４木曜
	 13 時 30分 小倉隆男先生

楽しく生け花を習ってみませんか？

講　師／光圓寺住職　他 2名
日　時／5～7月の第2・4金曜（6回コース）
　　　　13時30分

若いご住職さんの話を聴いてみませんか？
仏事のことやお経の意味、ありがたいお話を
聴いてこれからの人生を考えよう

上記教室の他、各種同好会や趣味のグループが
たくさんあります。お気軽にお問合せください。

新規開催
！

趣味や仲間づくりをしませんか？

福祉センター苗加苑

社会福祉庄東センター

福祉センター北部苑

福祉センター麦秋苑

５月から講座を開催します！
参加募集期間は３月末〜４月 23 日（日）
詳細は、ホームページや北部苑、となみほくぶマルシェにて
※講座によって開催時期が違います。

講座名 内容

オシャレ水引
5月～3月　全11回　　土曜	13 時 30分
きれいな色の水引でアクセサリー作りに挑戦！

　 遊書と
パステルアート

5月～12月　全８回　　土曜	10 時
書とパステルで素敵なインテリア作り！

　　 フラワー
アレンジメントA

7月～12月　全４回　　火曜	13 時 30分
ドライ・プリザーブドフラワー等で素敵な
アレンジメントを作りましょう！

　　 フラワー
アレンジメントB

5月～11月　全４回　　木曜	10 時
生花で素敵なインテリア作り！

　 はじめての
夏・冬野菜づくり

5月～12月　1～2回／月　詳細は調整中
夏野菜、冬野菜の講座。収穫も体験しよう！

笑いヨガ
5月～3月　全11回　　金曜	10 時
気軽に楽しく健康増進に取り組みましょう！

趣味

趣味

趣味

趣味

趣味

健康

市内の福祉センター（庄東センター・麦秋苑・苗加苑・北部苑）では、４月から開催する教室の
受講者を募集します。どなたでも気軽に取り組める内容となっていますので、皆さんの参加をお
待ちしています。教室の詳細は、各施設へ直接お問合せください。

４月からの教室案内

お寺さんの話を聴こう
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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、21日

◇懐メロミュージックフレンド
	 13日（月）13時30分
◇絵手紙教室	 14日・28日（火）13時30分
◇脳トレ教室	 27日（月）14時
◇楽団ひとり	 30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

健康測定と健康なんでも相談 北部苑
3月18日（土）10時～12時

　体組織や握力、血圧を測定し、解説しながら薬や検査値デ
ータ等の気になる健康についてもアドバイスします！
相談員：からだとこころの健康アドバイザー　佐野幸子さん

こどものあそびば 麦秋苑
3月4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。

苗加苑春祭り 苗加苑
3月21日（火・祝）	 10時～　楽団ひとりコンサート
� 13時30分～　ひまわり一座

★所長とじゃんけん大会　勝者には賞品贈呈
★月の市スペシャル　寿司･赤飯･お餅･コーヒー等

苗加苑 苗加824 -1　☎32-7294
休館日：月曜、19日、22日

北部苑 林1202　☎33-6633
休館日：水曜、19日

麦秋苑 三郎丸183-2　☎33-2846
休館日：月曜、19日、22日

庄東センタ− 安川297　☎37-1550
休館日：水曜、19日、21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

26 27 28 1 2 苗加苑 3 北部苑 4 麦秋苑
ザ・あんぽんたん
歌謡・舞踊

歌謡教室発表会
庄東センター
劇団	輝歌謡・舞踊

① こどもの
　　	あそびば

5 6 7 8 苗加苑 9 麦秋苑 10 北部苑 11
懐メロミュージ
ックフレンド
歌謡・生演奏

懐メロミュージ
ックフレンド
歌謡・生演奏

北部苑
♨桜の葉湯

12 14 庄東センター 15 苗加苑 16 18 北部苑
ひまわり一座
歌謡・舞踊

水田たけし＆
仲間たち	歌謡

砺民会	民謡
　 健康測定と
健康なんでも相談

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

全館休館日 いいとも一座
歌謡・舞踊

③春祭り 喜楽会
民謡・舞踊

いいとも一座
歌謡・舞踊

26 27 北部苑 28 29 苗加苑 30　　　 31 庄東センター
金村ひろし
歌謡ショー

花梨の会舞踊 水田たけし＆
仲間たち	歌謡

1

②

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 7日(火)	 13時30分 水曜	 10時

北部苑 火曜	 13時30分 20日（月）	 10時 木曜	 10時

麦秋苑 2日・16日・30日（木）
	 10時 ※ 3月は休み 1日・15日(水)

	 10時30分

庄東センター 13日・27日(月)
	 13時30分 17日（金）	 10時 火曜	 10時

※21日休館

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）13時30分
◇歌のONステージ（カラオケDAM）で歌おう！　
	 18日（土）10時～15時
◇ほっとなみカフェ（笑いヨガ）
	 16日（木）13時30分
◇月の市スペシャル	 21日（火・祝）11時
◆ロビー展示コーナー
　すみの会作品展	 開催中	～	3月14日（火）
　折り紙グループ作品展　　
	 3月15日（水）	～	4月19日（水）

麦秋苑 ◇ほっとなみカフェ（臨床美術）	 14日（火）14時

今月は庄東センターにいるよ !

福祉センターイベント予定   3 月

③

②

①

北部苑
廣瀬倖とフラワーズ
歌謡
庄東センター
となみハーモニカ
ハッピー
ハーモニカ演奏

13

北部苑
♨いちじくの葉湯

花梨の会舞踊
庄東センター
辰巳流千の会
歌謡・舞踊

17 庄東センター
林道美有紀
歌謡ショー

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。
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砺波市中学生生徒活動研修会
　5月 22日、砺波市中学生生徒活動研修会が市文化会館で開催されました。
　市内４中学校の生徒会役員 55名が「自主的な生徒会活動」「よりよい仲間づ
くり」というテーマのもと、各学校の現状や
取組を聞き、これから自分たちでどのような
活動ができるかを話し合いました。タブレッ
ト端末を使って効率的に進める活動や、それ
ぞれの中学校が協力、交流する活動等が提案
されました。最後に各学校代表が研修会で学
んだことを発表し、とても有意義で充実した
研修会となりました。

第 58 回富山県中学生生活体験発表大会　
　7月2日、第58回富山県中学生生活体験発表大会が、富山国際会議場におい
て開催されました。“社会を明るくする運動”富山県推進委員会が主催し、明る
い社会を築く必要性への関心を高めることを目的として実施されています。
　当日、県内各地から選出された16名が、日
頃の生活体験で思うことをテーマに発表され
ました。その内容は、男女平等、いじめ、地
域の伝統文化など多方面にわたり、中学生の
熱い思いに感銘しました。
　砺波市からは、魚絢音さん（庄西中学校3年）
が「私の『手』は何のために」と題して発表し、
読売新聞北陸支社長賞を受賞しました。

更生保護「ミニ集会」　
　ミニ集会は、更生保護女性会が中心となり、市内21か所で行う集会です。コロ
ナ禍でもあり、本年度は7月６日から11月28日までの間で、18地区の青少年
の保護者、老人クラブ、自治振興会など545名の参加がありました。
　ミニ集会では、犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支える民間ボランティア
としての保護司の役割や現状などが話されまし
た。また、警察からは、青少年の犯罪や特殊詐
欺の特徴と注意点などの話があり、その他には
刑務所の教誨師からの講義もありました。
　安全・安心な地域を作るためには、罪を償い
再出発しようとしている人たちを、地域で支え
る更生保護が重要であることが話されました。

第72回
“社会を明るくする運動”
 「作文コンテスト」　
応募作品　市内小学校 4校 96 点 ･ 中学校 3校 13

点計 109点
審査結果　砺波市の選考結果により、小･中学校各

2作品を県へ推薦

県の審査の結果
優秀賞	 照井　菜那さん（砺波北部小6年）
　　「私達にできる非行防止」
優秀賞	 重原　紗希さん（庄川小6年）
　「一つだけの心を」
優秀賞	 前野　彩乃さん（出町中3年）
　「一家団欒するためには」
優秀賞	 松田　　然さん（庄川中3年）
　「偏見をなくすために」

保護司会自主研修会

　８月22日、コロナ禍で中止していた保護司
会の県外自主研修会を3年ぶりに開催しました。
今回は、金沢市の徳風苑親和寮の視察を行いま
した。ここは、犯罪をした人や非行のある少年
を一定期間保護し、円滑な社会復帰を助け再犯
を防止するための更生保護施設です。
　昨年３月に全面改築された施設を見学し、施
設長より運営方針等の説明があり、質疑応答を
行いました。更生保護の実態や課題を把握する
ために有意義な機会となりました。

　6月 24日、砺波市役所において、市内各種団体長が参加し「第 72回社会を明
るくする運動砺波市推進委員会」が開催されました。“社会を明るくする運動”と
は、法務省が主唱し、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生につい
て理解を深め、それぞれの立場において協力して、犯罪や非行のない安全で安心
な明るい地域社会を築こうとする全国的な運動です。
　毎年７月を強調月間として、保護司が中心となって青少年非行防止等の広報活
動や更生保護に関する事業を行っています。

「社会を明るくする運動推進委員会」の開催

〒939-1386	 砺波市幸町８番17号　砺波市社会福祉会館内
	 TEL３２-０２９４　FAX３３-６３２４保護司会事務局

保護司会のページ
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砺波更生保護サポートセンター「移転しました」
社会福祉会館隣　砺波市所有の建物／砺波市幸町 8番 20号　TEL23-6565


