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任期満了による役員等の改選があり、次の方が就任され
ました。（敬称略）

　在宅医療や介護、福祉に関する専門職による相談会と
医師による講座「看取り〜命の終わりをどう迎えるか〜」
を開催します。お気軽にお越しください。
第１回
日　時　8 月 26 日（木）午後１時 30 分〜
場　所　ゆずの郷やまぶき
講　師　ものがたり診療所　佐藤伸彦医師

第２回
日　時　9 月 7 日（火）午後１時 30 分〜
場　所　北部苑
講　師　さわだクリニック　澤田樹佳医師

問合先　砺波市地域包括支援センター
☎ 33-1345
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

砺波市社会福祉協議会
役員・評議員の紹介

　いきいき百歳体操は、歩いて行ける身近な場所で継続して運動し、地域の仲間と一
緒に「楽しく集う場」を持つことを目的とした体操です。
　柳先生には平成 28 年の福祉健康大会において、いきいき百歳体操全国普及大使と
して、体操の目的や効果についてご講演いただいています。
　市内でいきいき百歳体操の輪が広がり、現在 100 か所で体操が継続されています。
今回は、集うことで生まれる地域の絆と介護予防の効果についてお話いただきます。

※ご来場の皆さんの距離を確保するため、座席の間隔をあけて実施します。
　ご来場の際にはマスクの着用、検温にご協力をお願いします。　　　
※手話通訳者・要約筆記者を配置しています。 主催：砺波市、砺波市社会福祉協議会、砺波市環境保健衛生協議会

令和3年度
砺波市福祉健康大会

８月28日（土） 午後1時30分～4時
砺波市文化会館　大ホール

	 　表彰状の授与並びに感謝状の贈呈

『コロナを乗り越え、
　いきいき百歳体操に集おう』
		～失って気づく地域の絆の大切さ～

　　　兵庫県豊岡健康福祉事務所（保健所）所長

　　　　　　　　　　　　　  　　柳
やなぎ

　  尚
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 氏

●会長
　老　健

●副会長
　小森　兼重
　石黒　信雄
　堀田　一美

●専務理事
　池田　仁吾

●監事
　中嶋　昭夫
　永森　耕治

●理事
　松本　勉
　髙島　伸之
　原田　定範
　大島　友則
　浅田　章敬
　石黒　晃
　嶋田　美春

●評議員　
　吉田　繁
　土田　陽子
　藤井　成正
　表　とし美
　三谷　美智子
　林　京子
　長田　千秋
　松澤　由美子

　大井　祐成
　安念　明美
　名取川　きみ
　村岸　治幸
　加藤　葉子
　京部　昭一
　武田　正則
　朝倉　富美子

　島　秀樹
　山下　鉄彦
　五十嵐　正喜
　井筒　耕二
　田守　祐子
　森　重雄

ブログ
（ゆーりっぷの部屋）

社会福祉協議会
ホームページ

日時

場所

内容 式　典

講　演

講  師

「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」
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6月15日〜7月14日（敬称略）
善意の窓口
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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

  ８月４日（水）
  ９月１日（水）

           午後1時〜4時

８月18日（水）
午後1時30分
　　〜3時30分

※予約（☎ 32-0294）が必要。

行政相談 ８月６日（金）・20日（金） ―

人権相談 ８月６日（金）・20日（金） ８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しています。

〔相談専用電話〕市社会福祉会館　☎ 33-5511
　　　　　　　 社協庄川支所　　☎ 82-3520

森田　潔　社会福祉のために 10,000円

日本民踊研究会富山県支部豊 会 119,275円
岡部　忠臣 絵画 5 作品
安達　桂子 手作りマスク 100 枚
匿名 13,000円

㈱スリーティ運輸　ヘルスケア事業部 歩行器13台

地区福祉プランは、砺波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。ぜひご覧ください。

令和 3年 7月大雨災害義援金　 
令和 3 年 10 月 31 日まで

市社会福祉協議会、市社会福祉協議会庄川支所、
市役所、市役所庄川支所に募金箱を設置しています。

※この他にも義援金を受け付けています。
※郵便局窓口、銀行本支店窓口でも受付しています。

出　町　共生による地域福祉の推進 太　田　One Team みんなで支え合う太田！！

庄　下　福祉の「きずな」を支え　「伝え・つなぐ」活動 般　若　みんなで支える　あたたかい福祉の般若

中　野　中野なかよく　みんなが主役の福祉の輪 東般若　東般若、みんなで盛り上げよう地域のにぎわい

五鹿屋　みんなで支え合い　安心に暮らせる地域づくり 栴檀野　ずっと住んでいたいと思える地域をめざして!!

東野尻　みんなの顔が見え、つながる地域を目指す 栴檀山　互いに助け合う　栴檀山の福祉力

鷹　栖　だれもが住みやすい鷹栖 東山見　みんなが　安心・安全に暮らせる　地域を

若　林　みんなで支えるあたたかい若林 青　島　声かけ　ふれあい　活動推進

　林　　も～っと元気、ず～っと林
　　　　地域で支える　安心・安全・福祉の充実

高　波　みんなが　安心・安全に暮らせる　地域を

雄　神　地域ぐるみの支えあい活動をめざす

油　田　皆で支えあう安全・安心な地域　油田

南般若　支え合い皆で築こう住みよい南般若

柳　瀬　ともに支えあい　地域交流（世代間交流）の
　　　　場をつくろう

種　田　地域内の人の和と輪を広げ、
　　　　互助精神豊かな地区をめざして

　地区福祉プランは、21 地区に設置されている地区福祉推進協議会において、自分たちの地域の課題を把握し、その
解決のために住民主体・住民参加の福祉活動を今後どのように進めていくかを 5 年間の計画としてまとめたものです。
　地区福祉プランを策定することで、自分たちの住む地域にどのような課題があるのか、地区福祉推進協議会がどのよ
うな目標を持って活動に取り組んでいくのか共通認識を持つことができます。
　住民同士、地域、行政及び関係機関などで、課題を解決する仕組みや、より適切に解決できる機関へ結び付ける仕組
みの構築、また、福祉活動の点検や見直しをすることで地域に必要な活動へとつなげていきます。

地区福祉プランが策定されました

  日本赤十字社 義援金の受付について

社会福祉事業振興基金

砺 波 善 意 銀 行

福祉機器リサイクル事業

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。

21地区福祉プラン・スローガン
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 林 1202　☎ 33-6633
休館日：4日・9日・10日・11日・15日・18日・25日　
◆お楽しみタイム
　「福美会」	 6日（金）午後1時30分
　「金村ひろし歌謡ショー」	 8日（日）午後1時30分
　「さ～ちゃん一座」	 17日（火）午後1時30分
　「新蔵富美男一座＆鼓都の会」	 27日（金）午後1時30分
◇いっぷく体操・健康相談	 5日・19日・26日（木）午前10時
◇おたのしみ風呂	 14日・28日（土）
◇ふれあい市	 17日（火）午前10時
◇脳トレ学級	 23日（月）午前10時
◇ほっとなみカフェ	 26日（木）午後1時30分
　カラオケフリータイム
	 2日・16日・23日・30日（月）午後１時30分
○注

庄東センタ−
休館日：4日・9日・10日・11日・15日・18日・25日
◆お楽しみ会　
　「高波・鷹栖フラダンスサークル」	 13日（金）午後1時30分
　「カラオケフリーマーケット」	 20日（金）午後1時30分
　「さ～ちゃん一座」	 24日（火）午後1時30分
　「ひまわり一座」	 27日（金）午後1時30分
◇いっぷく体操・健康相談	 3日・17日・24日・31日（火）午前10時
◇脳トレ学級	 20日（金）午前10時
　カラオケの日	 14日・28日（土）午後1時30分

○注

○注

休館日：2日・9日・10日・15日・16日・23日・30日

◆お楽しみ会
　「ひまわり一座」	 19日（木）午後1時30分
◇健康体操教室	 　4日・18日（水）午前10時30分
　カラオケタイム	 5日・12日（木）午前10時〜午後3時○注

麦秋苑

苗加 824 -1　☎ 32-7294
休館日：2日・9日・10日・15日・16日・23日・30日　
◆お楽しみ会　
　「トゥインクルスターズ」	 5日（木）午後1時30分
　「太陽一座」	 11日（水）午後1時30分
　「栃原二六松とこぶしの会」	 17日（火）午後1時30分
　「いいとも一座」	 28日（土）午後1時30分
　「懐メロミュージックフレンド」	 31日（火）午後1時30分
◇脳トレ学級	 3日（火）午後1時30分
◇月の市	 17日（火）午前11時
◇いっぷく体操・健康相談	 4日・18日・25日（水）午前10時
◆ロビー展示企画
稲垣幸子趣味の作品展示	 〜8月28日（土）まで
　みんなで歌おうカラオケタイム	 4日（水）午後1時30分○注

苗加苑

表町 3-1　☎ 33-3358
休館日：土・日曜日及び祝祭日（9日・14日～16日）
◇３Ｂ体操	 2日（月）午後2時
◇脳トレ教室 23日（月）午後2時
◇音楽療法研究会 24日（火）午後2時
◇生きがい健康体操 30日（月）午後2時
◇百歳体操 毎週水曜日　午後2時
◇楽しい室内ペタンク 毎週水曜日　午後2時
　カラオケタイム	 毎週金曜日　午後1時○注

出町生きがいセンタ−

北部苑

安川 297　☎ 37-1550三郎丸 183-2　☎ 33-2846

　現在新型コロナウイルスの県のロードマップに基づき、
福祉センターでのカラオケ・歌謡教室等を中止しています。
　8 月の実施につきましても状況が変わらない場合は、引
き続き中止となりますのでご注意ください。

○注

　昔ながらの落ち着いた佇まいと緑豊かな庭園が
ある懐かしさを感じさせる古民家です。
　毎月お楽しみ会や健康体操教室、趣味の教室、
同好会も開催しています。気軽なおしゃべり会や
地域の会合にもご利用ください。

◆こどものあそびば
毎月第１土曜日は麦秋苑で
遊ぼう！８月７日（土）は加
越線資料保存会さんの鉄道
模型展示！！

８月の施設行事案内

こどものあそびば
8月7日（土） 午前10時～午後3時

絵本や遊具もあります。「加越線資料保存会」
の皆さんによる鉄道模型の展示もあります！

水引アクセサリー作り
日時　８月22日（日）	午後1時30分～
受講料　1,000円（材料費）＋入館料　
　※高校生以下無料、一般280円、高齢者等170円
講師　coco-M salon 増澤久美子氏
定員　15名（定員に達し次第締め切ります）
申込締切　８月13日（金）

楽しい薬と健康講座
日時　８月6日（金）午後1時30分～
病気予防について理解を深めませんか？「くすりと健康」に
ついて講座を開催します。ぜひご参加ください。
講師　薬剤師　山口裕幸氏（元南砺市民病院薬剤科科長）

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。

おいでよ！

　麦秋苑

1日体験教室


