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　在宅医療や介護、福祉に関する専門職による相談会と、ものが
たり診療所佐藤伸彦医師による講座「新型コロナウイルス感染症
で私達の何がどうかわったのか／かわるのか」を開催します。お
気軽にお越しください。

第２回
　【日時】　9 月 7 日（月）午後１時 30 分～
　【場所】　砺波市健康福祉施設　ゆずの郷やまぶき
第３回
　【日時】　10 月 5 日（月）午後１時 30 分～
　【場所】　砺波市福祉センター　北部苑

【問合先】
砺波市地域包括支援センター
　☎33‐1111（内線157）
砺波市社会福祉法人連絡会
事務局　砺波市社会福祉協議会　
　☎32‐0294

都内デイサービスセンター勤務の経験を活かし、全国各地の福祉大会や学校、介護セミナー、
一般向けのイベント等、幅広い場で講演活動を行なう一方、ＮＰＯ法人を立ち上げ、芸人・歌手・
パフォーマー等各分野のエンターティナーの協力を得ながら高齢者施設、障害者施設、福祉
イベント等での催しを開催。自身も演芸の舞台に立ち、介護福祉のリアルを漫談で伝えている。
更に、福祉イベント等での司会やパフォーマンス、養護学校でのワークショップ講師等、障
害者福祉との関わりも深い。モットーは「笑って長生き」「笑顔は副作用のない魔法のお薬」

新型コロナウイルス感染症予防のため、ご来場の際にはマスクの着用をお願いします。

問合先：砺波市社会福祉協議会（砺波市幸町 8-17　☎ 32-0294）
主　催：砺波市、砺波市社会福祉協議会、砺波市ボランティアフェスティバル実行委員会

　8月 3日、砺波市役所大ホールにて「新型コ
ロナウイルスについての研修会」を開催しまし
た。
　障がいのある方とその家族、福祉施設関係者
らが参加し、ものがたり診療所の佐藤伸彦先生
から新型コロナウイルス感染症についての正し
い知識と、予防するために日常生活の中で気を
付けることを学びました。

「在宅医療・介護・福祉まるごと相談会」と
「在宅医療介護支援巡回講座」

令和2年度

砺波市ボランティア
　　　　フェスティバル

新型コロナウイルスについての
研修会を行いました

講師紹介

9月26日（土）　午後1時30分～3時30分
砺波市文化会館　大ホール

13：30 ～	 開会
　　　　　	 ボランティア標語　優秀作品の表彰
14：00 ～	 講演会
講演　『笑って長生き』
講師　メイミさん　　漫談家／介護福祉士

と　き

ところ

プログラム

～ボランティア　あなたと私の　いい出合い～
令和元年度「市民１人１ボランティア」標語　中学生以上の部　最優秀賞作品

ボランティア活動紹介パネル展示
ボランティアグループ活動紹介
市内学校での活動紹介　　など
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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。
〔相談専用電話〕市社会福祉会館　☎ 33-5511
　　　　　　　 社協庄川支所　　☎ 82-3520

福祉総合相談日程

相 談 内 容 市社会福祉会館の開催日 庄川支所の開催日

法 律 相 談
〔弁護士〕

＊市内にお住まいで、
初回の方を優先に
受付させていただ
きます。

  9月 2日（水）
10月 7日（水）

           午後1時～4時

9月16日（水）
午後1時30分
　　　　～4時

※予約（☎ 32‐0294）が必要です。

行 政 相 談  9月 4日（金）・18日（金） ―

人 権 相 談  9月 4日（金）・18日（金） 9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しています

パッチワーククラブ花みずき 手作り布マスク１００枚

砺波高校家庭クラブ 手縫い雑巾１５０枚

匿名 ３,０００円

匿名 歩行器１台

「救急医療情報用紙」は、市社会福祉協議会のホームページからダウンロ
ードすることができます。かかりつけ医や治療している病気・服用してい
るお薬・緊急時の連絡先などに変更があれば随時更新しておきましょう。
詳しくは、砺波市社会福祉協議会（☎32‐0294）までお問い合わせくだ
さい。

7月15日～8月14日（敬称略）

善意の窓口

砺 波 善 意 銀 行

福祉機器リサイクル事業

　パッチワーククラ
ブ花みずきより、手
作り布マスク 100 枚
をご寄付いただきま
した。いただいたマ
スクは市内福祉セン
ターに配布させてい
ただきました。

　市民の皆さんの安全と安心を守るため、市内の全戸に「安心ポケット」を配
布しています。緊急連絡先、治療を受けている病気などの必要な情報を「安心ポ
ケット」に保管することで救急隊による迅速な救急救命活動に活かすことができ
ます。

　記入した「救急医療情報用紙」を「安心ポケット」に入れ、冷蔵庫に貼り付けて、
緊急時に備えてください。また、記入した内容は、定期的に見直し、常に新しい
情報にしておいてください。

実際に救急隊で緊急時に
活用された報告もあります。

①救急医療情報用紙を記入 ②家族全員の用紙を安心ポケットに
③万一に備えて！冷蔵庫に貼付

あなたの命を守る 
　〜ほっとなみ安心ポケット〜

情報は随時更新しておきましょう！

いざというときのために・・・
「救急医療情報用紙」を

更新しましょう！
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 林 1202　☎ 33-6633
休館日：2日・9日・16日・20日・22日・23日・30日

◆お楽しみタイム
　「劇団ゆうしん」	 4日（金）午後1時30分
　「トゥインクルスターズ」	 11日（金）午後1時30分
　「木田貫松輝＆野菊の会」	 17日（木）午後1時30分
　「すずらんの会」	 25日（金）午後1時30分
　「歌謡教室発表会」	 29日（火）午後1時30分
◇おたのしみ風呂	 12日・26日（土）
◇脳トレ学級	 21日（月）午前10時
◇ふれあい市	 17日（木）午前10時
◇いっぷく体操・健康相談	 毎週木曜日　午前10時

庄東センタ−
休館日：2日・9日・16日・20日・22日・23日・30日

◆お楽しみ会　
　「懐メロミュージックフレンド」	 4日（金）午後1時30分
　「福美会」	 11日（金）午後1時30分
　「木田貫松輝＆野菊の会」	 18日（金）午後1時30分
　「いいとも一座」	 26日（土）午後1時30分
◇脳トレ学級	 18日（金）午前10時
◇いっぷく体操・健康相談	 毎週火曜日　午前10時

休館日：7日・14日・20日～23日・28日　

◆お楽しみ会
　「ザ・あんぽんたん」	 3日（木）午後1時30分
　「鳳泉会」	 16日（水）午後1時30分
　「ひまわり一座」	 18日（金）午後1時30分
　「劇団　ゆうしん」	 25日（金）午後1時30分
　「千の会」	 30日（水）午後1時30分
◇脳トレ学級	 1日（火）午後1時30分
◇月の市	 16日（水）午前11時
◇いっぷく体操・健康相談	 2日・9日・16日・30日（水）午前10時
◆ロビー展示
　渡辺一昭「写真展」	 9月17日（木）～10月17日（土）まで

苗加苑

三郎丸 183-2　☎ 33-2846
休館日：7日・14日・20日～23日・28日

◆お楽しみ会　
　「ザ・あんぽんたん」	 17日（木）午後1時30分
◇健康体操教室	 2日・16日（水）午前10時30分
◆ほっとなみカフェ	 8日（火）午後2時
◇脳トレ学級	 19日（土）午前10時

麦秋苑

表町 3-1　☎ 33-3358
休館日：土・日曜日及び祝祭日（21日・22日）
◇大正琴教室	 7日・28日（月）午前10時30分
◇３Ｂ体操	 7日（月）午後2時
◇脳トレ教室	 28日（月）午後2時
◇生きがい健康体操	 29日（火）午後2時
◇百歳体操	 毎週水曜日　午後2時

出町生きがいセンタ−

9月の施設行事案内

北部苑

安川 297　☎ 37-1550

苗加 824 -1　☎ 32-7294

　北部デイサービスセンターでは利用者の皆様にいつまでも美味しく食事を食べていた
だくことや、誤嚥による肺炎予防など、口腔機能の向上を目的に、令和２年５月から嚥
下体操・口腔体操・唾液腺マッサージ・発声・深呼吸等、口腔ケアに力を入れています。
　新型コロナウイルス感染症が流行している今、口の中の衛生を保ち、栄養をしっかり
摂取することは、大変重要です。
　今回、お一人お一人の口腔内を確認させていただいたところ、磨き残しや義歯の噛み合わせの不具合、虫歯など
が見つかりました。また、新しい利用者様で重い歯槽膿漏があり、その痛みのために食事が摂れず家族の方も困っ
ていたところ、市の訪問歯科診療へ繋いだことで今では食事も摂れ、元気な笑顔も見られるようになりました。

　口腔ケアを行うことで、口腔機能の変化や、新たな問題が発生していない
かが解り、その方に合った食事の形態をその都度検討し提供することで、美
味しく食べていただき、体力を維持していただけるよう、今後もスタッフ一
丸となり頑張っていきます。

　　 健康はお口から！
　　 お口を綺麗に保ち新型コロナウイルスに打ち勝ちましょう。

シロちゃん

※各施設では定例開催のコーナーもあります。
　詳しくは各施設にお問合せください。

フラワーアレンジメント教室
　　　〜暮らしを彩る素敵な花づくり〜
ドライ・プリザーブド・アーティフィシャルフラワーを使っ
て花器アレンジメントやリースなどを作ります。初心者の
方も楽しく作れます。
【講　師】　安田　ルリ子 先生
【日　時】　10 月～ 3 月（原則毎月第 2 火曜）
　　　　　午後 1 時 30 分～ 3 時
【受講料】　材料費　1回1,000円～2,000円
　　　　　※別途入館料が必要です。

【定　員】　10 名
【申込締切】　9 月 25 日（金）
　　　　　電話または窓口でお申込みください。

北部デイサービスセンターでは
　口腔機能向上に取り組んでいます！

受講者募集
！


