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　　受けて発行しています
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砺波市社会福祉協議会

☎32－0294
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日　　時　要相談（まずはお気軽にご相談ください。）
対　　象　おおむね５名以上のグループ
費　　用　無料（会場使用料などは申込者でご負担ください。）
申込方法　開催希望日の１か月前までにご連絡をいただき、申込書の

記入をお願いいたします。
申込・問合先　〒939－1386　砺波市幸町 8－17　　
　　　　　　　　　　　　　　 ☎ 32－0294　ＦＡＸ33－6324

　11 月 19 日、鷹栖小学校の 4 年生を対象に高齢者疑似体験
を行ないました。装具を付けて階段の上り下りをしたり新聞を
読んだりすることを通して、高齢者の身体の動かしにくさや見
えにくさなどを体験しました。児童からは「自分のおじいちゃ
ん、おばあちゃんを見守ったり、手助けしたりしたいと思った」

「高齢者の方の中には、大変な思いをして生活している人がい
ると分かった。ぼくのおじいちゃん、おばあちゃんも手すりや
家族の肩をつかみながら移動していて大変なので、ぼくも誘導
できるようになりたい」という感想がありました。

毎月第１土曜日にこどもたちが楽しく遊べる
イベントを開催しています！

　麦秋苑では、幼児向けの遊具や絵本を準備し、大広間や
広い苑内でこどもたちが思いきり遊べるようにしました。
また、毎月ボランティアグループの方に来ていただき、さ
まざまな遊びを体験できるようにします。みなさん、ぜひ
遊びに来てくださいね♪
【日　時】　1月１6日（土）
　　　　　2月   6日（土）
　　　　　3月   6日（土）
　　　　　午前10時～午後3時  ※毎月第1土曜日
【場　所】　砺波市福祉センター　麦秋苑　
　　　　　砺波市三郎丸 183-2
【入館料】　こども：無料　　一般：280 円　
　　　　　高齢者・障害者・一人親家庭の父母：170 円
【問合せ】　☎ 33-2846

学校の授業で

企業での
勉強会に

サロン活動や
老人会で

自治会での
研修会に

（写真上）
新聞のめくりにくさや文字の
読みにくさを体験しました。

（写真下）
障害物に見立てた机に
ぶつからないよう声か
けをしました。

市社会福祉協議会では各種出前講座を行なっています。市民の皆様に社会
福祉協議会に対する理解を深めていただくとともに、地域に出向いて皆様
とのつながりを深めることで、砺波市の地域福祉事業をより効果的に実施
して地域力のさらなる向上につなげたいと考えています。

福祉出前講座をご活用ください！

【講座テーマ】
１．誰もが地域で安心して暮らし続けるために  ～支え合い活動～

２．知って安心！いざというときのために

３．始めてみよう！ボランティア

４．知って得する！高齢者の食生活と栄養

５．高齢者や障がい者の気持ちを理解しよう

６．赤い羽根共同募金ってなあに？

福祉出前講座を実施　in 鷹栖小学校

となブロ
（ゆーりっぷの部屋）

社会福祉協議会
（ホームページ）

麦秋苑
こどものあそびば
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『ガチャガチャ』
空カプセル、コイン付きで行事
等でガチャガチャが楽しめます。
※カプセルには直径5cmまでの
　ものが入ります。

『缶バッジマシーン』
缶バッジのサイズ…38mm
オリジナルの缶バッジが作れ
ます。
※材料は各自でご準備ください。

『高齢者疑似体験セット』
ゴーグルや重り等をつけて、目
の見えにくさ・体の動きにくさ
などを疑似体験できます。学習
の場でも活用されています。

『カローリング』
各チームで交互にジェット
ローラーをポイントゾーンに
向かって投げ合い、合計点数
を競います。

　砺波市社会福祉法人連絡会では、砺波市と砺波医師会
の共催で『在宅医療介護支援巡回講座』と『在宅医療・
介護・福祉まるごと相談会』を開催しました。今年度は、
ものがたり診療所の佐藤医師による新型コロナウイルス
感染症についての講演を５回にわたり市福祉センターな
どで開催し、毎回たくさんの方が参加されました。

　市社会福祉協議会では、レクリエーション用具やイベントで
使える機材等、様々な品物を各種団体の皆さんへ貸し出してい
ます。貸し出しは無料ですのでぜひご活用ください。

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、
初回の方を優先し
ます。

  1月13日（水）
  2月  3日（水）

           午後1時～4時

  1月20日（水）
午後1時30分
　　　　～4時

※予約（☎ 32‐0294）が必要です。

行 政 相 談   1月 8日（金）・15日（金） ―

人 権 相 談   1月 8日（金）・15日（金） 1月8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。

前田外雄（東別所）　社会福祉のために １０,０００円
匿名　社会福祉事業のために ２００,０００円
匿名　社会福祉のために ３０,０００円
匿名　社会福祉のために ２０,０００円

匿名　福祉のために １０,０００円
匿名　ボランティア活動振興のために １０,０００円

カロリナＯＢ会 ３０,０００円
砺波市社会福祉協議会職員互助会 ２４,５２９円
砺波市身体障害者協会 ８,７４５円
安達桂子 手作り布マスク１００枚
匿名 １０,０００円
匿名 ５,０００円
匿名 ３,０００円
匿名 米３０kg
匿名 毛布２枚、お菓子
匿名 タオル３０枚、肌着３２着他

匿名 ベッド用介助バー１台
匿名 リクライニング車イス１台

DVD・プロジェクター・大鍋・ポップコーンマシーン・綿菓
子機・パイプテント等

他にも多数揃えていますので、お気軽にお問合
せください。

　問合先　砺波市社会福祉協議会　☎３２-０２９４ 　　　　
　　　　　砺波市社会福祉協議会 庄川支所　☎８２-３５２０　

　佐藤先生より、手洗いとマスクの着用が感染予防に一
番効果的であることを実験データを基にお話がありまし
た。参加者からは、「サロン活動の皆さんに伝えたい」「や
っぱり基本が大切と再認識した」という感想が聞かれま
した。講演後、介護や生活についての相談があり、社会
福祉法人連絡会の職員がお話を伺いました。

ボランティア基金

社会福祉事業振興基金
11月15日～12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

『在宅医療介護支援巡回講座』・
『在宅医療・介護・福祉まるごと相談会』
開催報告

社会福祉協議会では様々な用具を
貸し出ししています！
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 林 1202　☎ 33-6633
休館日：1日～3日・6日・12日・13日・17日・20日・27日
◆お楽しみタイム
　「ザ・あんぽんたん」 7日（木）午後1時30分
　「新蔵富美男一座＆鼓都の会」 10日（日）午後1時30分
　「木田貫松輝＆野菊の会」 15日（金）午後1時30分
　「劇団ゆうしん」 22日（金）午後1時30分
　「いいとも一座」 30日（土）午後1時30分
◇おたのしみ風呂 9日・23日（土）
◇脳トレ学級 18日（月）午前10時
◇ふれあい市 22日（金）午前10時
◇カラオケフリータイム 毎週月曜日　午後1時30分
◇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：1日～3日・6日・12日・13日・17日・20日・27日

◆お楽しみ会　
　「ザ・あんぽんたん」 8日（金）午後1時30分
　「劇団　絆」 15日（金）午後1時30分
　「木田貫松輝＆野菊の会」 19日（火）午後1時30分
　「さ～ちゃん一座」 22日（金）午後1時30分
　「立山相甚会」 29日（金）午後1時30分
◇いっぷく体操・健康相談 
 5日・19日・26日（火）午前10時30分
◇カラオケの日 9日・23日（土）午後2時
◇脳トレ学級 15日（金）午前10時

休館日：1日～4日・11日・12日・17日・18日・25日　

◆お楽しみ会
　「いいとも一座」 6日（水）午後1時30分
　「栃原二六松歌謡ショー」 13日（水）午後1時30分
　「辰巳流　千の会」 27日（水）午後1時30分
◇脳トレ学級 5日（火）午後1時30分
◇みどりの風（オカリナ教室）発表会
  24日（日）午後1時30分
◇月の市 27日（水）午前11時
◇いっぷく体操・健康相談 毎週水曜日　午前10時
◆ロビー展示
　あじさいの会（パッチワーク）作品展示
 １月7日（木）～21日（木）
　すみの会（書道教室）作品展示 1月26日（火）～

苗加苑

三郎丸 183-2　☎ 33-2846
休館日：1日～4日・11日・12日・17日・18日・25日

◆お楽しみ会　
　「新蔵富美男一座＆鼓都の会」 21日（木）午後1時30分
◇健康体操教室 6・20日（水）午前10時30分
◇カラオケタイム 7日（木）午前10時～午後3時
◇ほっとなみカフェ 14日（木）午後2時
◆こどものあそびば 16日（土）午前10時
※詳細は22ページをご覧ください

麦秋苑

表町 3-1　☎ 33-3358
休館日：土・日曜日と祝祭日（1日～4日・11日）
◇３Ｂ体操 12日（火）午後2時
◇大正琴教室 18日（月）午前10時30分
◇生きがい健康体操 18日（月）午後2時
◇脳トレ教室 25日（月）午後2時
◇ザ・あんぽんたん 28日（木）午後1時30分
◇百歳体操 毎週水曜日　午後2時

出町生きがいセンタ−

北部苑

安川 297　☎ 37-1550

苗加 824 -1　☎ 32-7294

　11 月 22 日（日）北部苑で『北部お客
様感謝デー』を開催しました。ステージ
発表では、北部苑で活動されている同好
会によるオカリナや大正琴の演奏、歌謡
教室の生徒さんによる歌唱があり、ゲス
ト出演の「音の玉手箱」さんのライブで
は富山弁の桃太郎や、トーク、童謡など
で会場は盛り上がりました。ロビーには、
山野草の展示やパステルアートの作品、
フラワーアレンジメント教室の生徒さん
の作品が飾られ、来場された方は思い思
いに見入っておられました。

　12 月 5 日（土）庄東センターで『お客
様感謝デー』を開催しました。コロナ禍
での開催でしたが、感染防止対策を講じ
ながら、午前はマジックサムチップさん、
午後は民謡舞踊もあり大勢の方に楽しん
でいただきました。ロビーでは教室のみ
なさんによる作品展も開催され、ステー
ジと一体となり利用者の方に喜んでいた
だきました。

　コロナ禍で恒例の「南部ふれあいの集
い」が中止となり、その代わりに苗加苑
では 12 月 6 日（日）に「お客様感謝デー」
を開催しました。
　日頃のご愛顧に感謝し、お楽しみ会を
午前の部「立山相甚会」、午後の部「いい
とも一座」の公演を行ない、来館者（130
名）の方には一日たっぷり楽しんでいた
だきました。

施設レポート

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。

たくさんのご来場に感謝！
北部お客様感謝デー

大盛況！庄東センター
お客様感謝デー

苗加苑「お客様感謝デー」を
開催しました！

苗加苑　カラオケ大会
1月20日（水）午後1時30分～
出場者定員２０名（先着順）
　　　　　　　　　　　　申込・問合せは苗加苑まで

今月は北部デイサービスにいるよ～ 1月の施設行事案内

出場者募集
中！


