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　砺波東部小学校の４年生が、福祉についての学習を進めています。
　医療ソーシャルワーカーの高崎彩香さんをお招きし、車イスを利用している自分の
体験を踏まえて、「あなたもわたしも同じ『ひと』」と題してお話いただきました。
　その後、砺波市社会福祉法人連絡会が講師となり、高齢者疑似体験と車イス体験を
行いました。児童からは、「声かけをするとき、『こっち』と言わずに、進行方向の肩
をたたいたら伝わりやすいと思った」「手洗い場の下の部分に足が入れば、車イスの
人でも使いやすくなることに気づいた」という感想が聞かれました。
　普段の生活について考える機会となり、自分たちにできることを見つけるきっかけ
になればと思います。

　◆利用対象者は？
　市内の 65歳以上の一人暮らし高齢者の方

◆電話は誰から、いつかかってくるの？
　ふれ愛電話事業にご協力いただいているボラン
ティアさんから、月２回、第２・４水曜日にご自宅
に電話がかかります。日頃のことなど、気軽におしゃ
べりを楽しんでください。

◆会ったことの無い方からの電話は不安だけど…
　毎年、ボランティアさんと利用者の皆さんとの集
いの場やご自宅に訪問する機会を作っています。

◆申し込み方法は？
　地区担当民生委員児童委員さん、または市社会福
祉協議会までご連絡ください。申込書をお届けします。
　その他、ふれ愛電話に関してのご質問もお気軽に
お問合せください。

　市社会福祉協議会　☎ 32-0294　

【高齢者疑似体験】
「階段があるよ」と声をかけながら体験
しました

【車イス体験】
この手洗い場では車イス利用者が使用
しにくいと気づきました

【高崎さんによるお話】
生活の中で不便なこと、大変なこと
について話されました

◆ポイント交換について
☆ 12月下旬までに登録済みの方には新しい手帳と「ポイント
転換交付金交付申請書」をご自宅に郵送します。

☆お持ちの手帳のスタンプが10ポイントを超えている場合は、
１ポイントにつき 100 円と交換できます。申請書に必要事
項をご記入のうえ、市社会福祉協議会へご提出ください。
（※登録初年度のみ、10ポイント未満の場合でもポイントの
繰越しができるので手帳は保管しておいてください。）

◆シニア元気あっぷポイント事業への登録はお済みですか？
　市内在住の 65歳以上の方であれば、どなたでも登録が可能
です。（ただし、要支援認定・要介護認定を受けておられる場
合を除きます。）登録希望の方は、介護保険被保険者証をお持
ちのうえ、市社会福祉協議会または社会福祉協議会庄川支所に
お越しください。
～対象となる活動～
★市内の介護保険施設でのボランティア活動
★「ふれあい号」（外出支援サービス）の運転ボランティア活動
★ふれあい・いきいきサロンのお世話
★いきいき百歳体操のお世話

　市社会福祉協議会では見守り活動の一環として、
一人暮らし高齢者を対象に、安否確認と心のケアを
図ることを目的とした電話による訪問事業「ふれ愛
電話」を行っています。「ふれ愛電話」はボランティ
アのご協力で行われており、利用者の皆さんも楽し
みにされています。

  〜シニア元気あっぷポイント事業〜

ポイントの交換をお忘れなく！

福祉教育地域指定推進事業 in 砺波東部小学校

「ふれ愛電話」を
　　ご存知ですか？

ブログ
（ゆーりっぷの部屋）

社会福祉協議会
ホームページ
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　10月 18 日、あぶらでん認定こども園より、園児た
ちが育てた野菜の販売収益金 17,094 円をご寄付いただ
きました。

� 「苗加苑DEあそぼう」　福祉センター苗加苑

▲
　11月７日（日）、親子 43名がチューリップ球根と草花の寄せ植えにチャ
レンジしました。
　春に咲く様子を思い描きながら、「どんな花が似合うかな」「この色がいい
な」と、親子で相談して鉢に植え込んでいきました。
　寄せ植えの後はおいしいおやつでホッとひと休み。お土産の鉢植えは、暖
かい春にはきっときれいな花と親子の笑顔を咲かせてくれるでしょう。

▲「わんぱく広場」　社会福祉庄東センター
　11月６日（土）、親子 50名が頼成営農組合リンゴ農園のリンゴを思い思
いに摘み取った後、センターでアップルパイ作りを体験しました。
　「このリンゴが真っ赤だよ」「上手に切れるかな？」「おいしく焼きあがる
といいな」など、参加した子どもたちは元気いっぱい、笑顔いっぱい！！親
子で協力してできた甘くておいしいアップルパイは持ち帰っておいしくい
ただきました。

10月15日～11月14日（敬称略）
善意の窓口

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

�12月 1 日（水）
���1月12日（水）

�����������午後1時～4時

12月15日（水）
午後1時30分
　　～3時30分

※予約（☎ 33-5511）が必要

行政相談 12月3日（金）・17日（金） ―

人権相談 12月3日（金）・17日（金） 12月10日（金）

※新型コロナウイルスの感染状況によっては中止となる場合があります。

市社会福祉協議会では様々なご相談を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
毎週月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　　��（土日祝日及び年末年始は休み）

匿名　ボランティア活動振興のため� 10,000 円

砺波ロータリークラブ・となみセントラルライオンズクラブ
� 55,000 円
砺波市美術協会� 50,000 円
あぶらでん認定こども園� 17,094 円
匿名� 3,000 円

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。

受賞おめでとうございます

砺 波 善 意 銀 行

子育て支援事業
～おいしい！たのしい！親子で体験～

　10月21日、富山県民会館で
開催された「令和3年度富山県
社会福祉功労者表彰式」におい
て砺波ファーストブックの会が
富山県社会福祉協議会会長表彰
〔ボランティア活動参加者（団
体）〕を受賞されました。

砺波ファーストブックの会　
会長　清澤百合子さん

ボランティア基金

地域福祉の推進
・ケアネット活動（地域住民の支えあい活動）
・ふれあい・いきいきサロン（地域のたまり場作り）
生活支援
・日常生活自立支援事業
　（福祉サービス利用援助、金銭管理サービス等）
・生活福祉資金貸付制度（貸付要件あり）
・家計改善支援事業（生活困窮世帯の家計の見直し）
ボランティアの推進
・ボランティア活動の紹介、ボランティア保険の
　加入手続き
・福祉教育、ボランティア学習の相談　　など

市社会福祉協議会では、親子で楽しい
活動が体験できる「子育て支援事業」
を実施しています
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 林 1202　☎ 33-6633
休館日：1日・8日・15日・19日・22日・29日～1月3日　
◆お楽しみタイム
　「ひまわり一座」	 3日（金）午後1時30分
　「さ～ちゃん一座」	 7日（火）午後1時30分
　「そくさい劇団」	 10日（金）午後1時30分
　「辰巳流千の会」	 17日（金）午後1時30分
　「圓山二朗と夢の会」	 23日（木）午後1時30分
◇ほっとなみカフェ(音楽療法)	 9日（木）午後1時30分
◇おたのしみ風呂	 11日・25日（土）
◇ふれあい市	 17日（金）午前10時
◇脳トレ学級	 20日（月）午前10時
◇いっぷく体操・健康相談　
	 2日・9日・16日・23日（木）午前10時

休館日：1日・8日・15日・19日・22日・29日～1月3日　

◆お楽しみ会　
　「林道美有紀歌謡ショー」� 10日（金）午後1時30分
　「鳳泉会」� 17日（金）午後1時30分
　「福美会」� 21日（火）午後1時30分
　「ひまわり一座」� 23日（木）午後1時30分
　「ザ・あんぽんたん」� 24日（金）午後1時30分
◆季節の湯開催� 4日（土）「かりんの湯」を計画中！
◇カラオケの日� 11日・25日（土）午後1時30分
◇脳トレ学級� 17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：6日・13日・19日・20日・27日・29日～1月3日

◆お楽しみ会
　「ひまわり一座」	 18日（土）午後1時30分
◇健康体操教室	 1日・15日（水）午前10時30分
◇カラオケタイム	2日・9日・16日（木）午前10時～午後3時
◇脳トレ学級	 18日（土）午前10時

苗加 824 -1　☎ 32-7294
休館日：6日・13日・19日・20日・27日・29日～1月3日　

◆お楽しみ会　
　「ザ・あんぽんたん」	 9日（木）午後1時30分
　「和の会　クリスマス会」	 12日（日）午後1時
　「新蔵富美男一座＆鼓都の会」	 15日（水）午後1時30分
　「ザ・ヒットパレード」	 17日（金）午後1時30分
　「ひまわり一座チャリティー」	 21日（火）午後1時30分
◇みんなで歌おうカラオケタイム	 1日（水）午後1時30分
◇脳トレ学級	 7日（火）午後1時30分
◇月の市	 17日（金）午前11時
◇いっぷく体操・健康相談　　
	 1日・8日・15日・22日（水）午前10時

表町 3-1　☎ 33-3358
休館日：土・日曜日及び祝祭日（12月29日～1月4日）
◇３Ｂ体操	 6日（月）午後2時
◇音楽療法研究会	 7日（火）午後2時
◇ハーモニカ演奏会	 16日（木）午後2時
◇生きがい健康体操	 20日（月）午後2時
◇脳トレ教室	 27日（月）午後2時
◇カラオケタイム	 3日・10日・17日・24日（金）午後1時
◇百歳体操	 1日・8日・15日・22日（水）午後2時

出町生きがいセンタ−

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。

12月の施設行事案内
庄東センタ− 安川 297　☎ 37-1550

北部苑

麦秋苑 三郎丸 183-2　☎ 33-2846苗加苑

簡易テント（総アルミタイプ）
サイズ600×300㎝/重量50 kg 

（収納時29×49×159 ）
２人で簡単・ワンタッチで設営
できます。

ポップコーンマシーン
サイズ48×38×51㎝
重量　6.7kg
電源があればどこでも
作れます

（電源：100V 1.01kW）

　市社会福祉協議会ではイベントに役立つ機材の貸し出しを行っています。無料で
ご利用いただけますので、地域でのイベントやボランティア活動などにぜひご活用
ください。

　市社会福祉協議会　☎ 32-0294　

その他
・パイプテント	 ・炊き出し用大鍋
・綿菓子機	 ・DVDプロジェクター
・高齢者疑似体験セット　など

こどものあそびば
　12月4日（土） 午前10時～午後3時
絵本や遊具で自由に遊べます。「おはなしポケット」の
皆さんによる楽しい読み聞かせがあります！

苗加苑DEあそぼう！
親子でかわいいクリスマスカードを作ろう！
12月18日（土）　午前10時～
対象　未就学児童～低学年児童　参加費：100円
定員　先着15組　�参加申込みは苗加苑まで

となみほくぶマルシェ
12月25日（土） 午前10時～午後3時
ワークショップ　小物販売・手作り体験、占い等20店以上
ステージ発表　ハンドベル、ギター演奏、声楽アンサンブル
クリスマス抽選会　午前・午後　各先着 50名　
　※詳しくはホームページをご覧ください

お客様感謝デー
12月5日（日） 午前10時～午後3時
お楽しみ会��午前の部　「バックドロップ」による管楽器演奏
　　　　　�午後の部　「金村ひろし歌謡ショー」
月の市（お餅・赤飯・寿司・アイス・りんご等）もあります！

イベントや地域活動で役立つ機材を貸し出ししています！

お客様感謝デー
12月4日（土） 午前9時30分～午後3時
午前の部��｢オカリナ演奏レガート｣・｢金村ひろし歌謡ショー｣・
　　　　��｢懐メロミュージックフレンド」
午後の部��｢となみ野民遊会」民謡、舞踊のステージ
★お楽しみ市（お餅・おこわ・地産のりんご等）もあります！★

入館料無料！

入館料無料！

入館料無料！


