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　障がいへの理解を深め、思いやりや助け
合いの心を育むことを目的に、障がいのあ
る方と一緒にケーキ作りを楽しむ交流会を
開催します。
　皆さんの参加をお待ちしています！

日　時　２月５日（土）9 時 30 分～ 11 時 30 分
場　所　ワークハウスとなみ野（中央町 10-5）
内　容　障がい理解講座と施設見学
　　　　グループによるケーキ作り
参加者　市内の小学５～６年生とその保護者
費　用　１組　800 円（材料代）

募集人数　５組 10 名　※先着順
申込締切　１月 24 日（月）
申 込 み　市社会福祉協議会
　　　　　☎ 32-0294
※新型コロナウイルスの感染状況に
　よって変更・中止となる場合が
　あります。

　日頃から地域での見守りが必要な方を対象に、ボランティアのご協力のもと、毎週
1 回見守り訪問を行うことで安心して暮らせる「地域づくり」を目指しています。
　見守り訪問と同時に弁当の配食を実施しており、南部デイサービスセンターで調理
された高齢者向けの弁当は、配食ボランティアや民生委員児童委員の皆さんの手に
よって利用者の自宅に届けられます。

利用までの流れ
①民生委員児童委員や福祉サポーターが、一人暮らし高齢者など「みまもり配食」の

必要な方にご案内します。（ご本人やご家族、ケアマネジャーからの申込みも可能）
②利用希望の方は、民生委員児童委員・社会福祉協議会職員が訪問して「利用登録申

請書」をご記入いただきます。
③市役所から「利用決定通知」が届き、配食スタートとなります。

　市内で行われているボランティア活動の紹介展を開催しま
す！ボランティアに関する展示や楽しい体験が盛りだくさん
です。皆さん、ぜひ遊びに来てくださいね♪

★体験コーナー
　・親子プログラミング　・バルーンアート　・脳トレ
　・ペーパークラフト　　・手作り絵本　　　　
　（時間によって内容が変わります）
★展示コーナー　　　　　　　
　・作品展示
　・防災グッズ展示
★活動紹介パネル展示
　・市内小・中・高等学校・特別支援学校のボランティア活動
　・ボランティアグループ活動
ボランティアについての相談や質問にお答えします。

　市社会福祉協議会　☎ 32-0294　

砺波市ボランティア活動紹介展

※実施地区以外で、ご利用を希望される場合は、社会福祉協議会へご相談ください。

　市社会福祉協議会　　本　　所　幸町 8-17　　　　☎32-0294　
　　　　　　　　　　　庄川支所　庄川町青島 385　☎82-3520　

参加者募集！
１月15日（土） 10時～16時
※パネル展示は1月21日（金）まで

イオンモールとなみ　
グリーンコート

利用できる方	 一人暮らし高齢者　（原則として 65歳以上）	 高齢者のみ世帯・高齢者と障がい者の世帯など見守りが必要な世帯

費　　　　用	 １食　300円　弁当をお届けする際に現金でお支払い

	 毎週火曜日：出町・鷹栖・若林・林・高波・南般若・東山見・雄神
実 施 地 区 	毎週木曜日：庄下・中野・五鹿屋・東野尻・太田・般若・東般若・栴檀山・青島・種田
	 ※午前 11時～ 12時の間にお届け	 （Ｒ3.12 月現在）

障がい者理解促進研修・啓発事業

と　き

ところ

楽しいケーキ作り♪

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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善意の窓口
11月15日～12月14日（敬称略）

広報  となみ  2022.123

　11 月 26 日～ 28 日の 3 日間、砺波市チューリップ四季
彩館で「第 54 回砺波善意色紙頒布会」を開催しました。
　会場では 150 名の作家の皆さまからご寄付いただいた作
品 294 点を展示、550 名余りの方が来場され入札いただき
ました。収益金は歳末慰問金として活用させていただきます。
　作家の皆さま、入札いただいた皆さまの福祉へのご協力に
心より感謝いたします。

　11 月 20 日（土）、サ
ンシップとやまで開催
された福祉フォーラム
において、富山県立砺
波工業高等学校が、活
動や取り組みの部門で

「やさしい福祉のまち
づくり賞」を受賞され
ました。
　砺波工業高等学校
は「 さ わ や か 活 動 」

として、福祉センター苗加苑や南部デイサービスセンターで
の施設内清掃と車椅子や介護ベッドの除菌拭きなどの活動を
年 2 回行っておられます。高校生の元気な活動の姿を施設
の利用者の皆さんも心待ちにしています。

　11 月 21 日（日）小春日和の中、障がいのある方とご
家族が集まり、チューリップの球根と花苗の植え付け体
験を実施しました。
　手順を教わりながら、プランターに思い思いの花苗と
球根を選び、協力しながら植え込んでいきました。
　春には可愛いパンジーと色とりどりのチューリップが
目を楽しませてくれるでしょう。

　11 月 13 日（土）、20 日（土）、12 月 4 日（土）の 3 回に
わたり「絵本読み聞かせボランティア養成講座」を開催し
ました。
　第 1 回は、富山短期大学幼児教育学科教授の梅本恵氏
を講師にお迎えし講義を、また第 2 回は、砺波図書館職
員の雄川環氏より「読み聞かせの基礎」を学びました。
第 3 回には、学びをふまえ麦秋苑で読み聞かせを体験し
ました。受講者からは「絵本は奥が深い！楽しい！」「難
しいと思っていたけど、私もボランティア活動をやって
みたい！」などと嬉しい声がたくさん聞かれました。 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

   1月12日（水）
   2月  2日（水）

           午後1時～4時

1月19日（水）
午後1時30分
　　～3時30分

※予約（☎ 33-5511）が必要

行政相談 1月7日（金）・21日（金） ―

人権相談 1月7日（金）・21日（金） 1月14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
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）

※状況により中止となる場合があります。

匿名　社会福祉のために 20,000円

匿名 10,000円
匿名 10,000円

林地区福祉推進協議会 1,061円
吉田一衛 15,000円
砺波市職員互助会 199,000円
砺波市社会福祉協議会職員互助会  24,360円
匿名 13,000円
匿名 米60㎏
匿名 かるた11セット、トランプ39セット

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。

砺 波 善 意 銀 行

生活訓練事業
 春には満開！
　 　花苗の植え付け体験

学びと実践！
絵本読み聞かせボランティア
養成講座

第 23 回やさしい福祉のまちづくり賞
富山県立砺波工業高等学校が受賞

皆さまのご協力ありがとうございました

ボ ラ ン テ ィ ア 基 金

社会福祉事業振興基金

（写真右）	 富山県立砺波工業高等学校　
令和3年度前期生徒会長　和世貴都さん
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 林 1202　☎ 33-6633
休館日：1日～3日・5日・11日・12日・16日・19日・26日　
◆お楽しみタイム
　「ザ・あんぽんたん」	 7日（金）午後1時30分
　「貫松輝会」	 14日（金）午後1時30分
　「劇団ゆうしん」	 21日（金）午後1時30分
　「水田たけし＆仲間たち」	 25日（火）午後1時30分
　「いいとも一座」	 29日（土）午後1時30分
◇おたのしみ風呂	 8日・22日（土）
◇脳トレ学級	 17日（月）午前10時
◇ふれあい市	 21日（金）午前10時
◇カラオケフリータイム	 10日・17日・24日・31日（月）午後1時30分
◇いっぷく体操・健康相談	 毎週木曜　午前10時

休館日：1日～3日・5日・11日・12日・16日・19日・26日　
◆お楽しみ会　
　「楽しい薬と健康講座」 7日（金）午後1時30分
　「劇団　絆」 14日（金）午後1時30分
　「貫松輝会」 18日（火）午後1時30分
　「さ～ちゃん一座」 21日（金）午後1時30分
　「立山相甚会」 28日（金）午後1時30分
◇いっぷく体操・健康相談 4日・18日・25日（火）午前10時
◇カラオケの日 8日・22日（土）午後1時30分
◇脳トレ学級 21日（金）午前10時

休館日：1日～3日・10日・11日・16日・17日・24日・31日

◆お楽しみ会
　「新蔵富美男一座＆鼓都の会」	 20日（木）午後1時30分
◇健康体操教室	 5・19日（水）午前10時30分
◇カラオケタイム	 6日（木）午前10時～午後3時
◇ほっとなみカフェ	 13日（木）午後2時

苗加 824 -1　☎ 32-7294
休館日：1日～3日・10日・11日・16日・17日・24日・31日　

◆お楽しみ会　
　「鳳泉会」	 4日（火）午後1時30分
　「貫松輝会」	 12日（水）午後1時30分
　「立山相甚会」	 26日（水）午後1時30分
◇脳トレ学級	 18日（火）午後1時30分
◇月の市	 19日（水）午前11時
◇いっぷく体操・健康相談	 毎週水曜　午前10時
◆ロビー展示：苗加苑同好会作品展示
　あじさいの会  パッチワーク展 1月14日まで
　虹の会  パステル画展 1月15日～2月7日まで

表町 3-1　☎ 33-3358
休館日：土・日曜日及び祝祭日（1日～4日・10日）
◇３Ｂ体操	 11日（火）午後２時
◇ザ・あんぽんたん	 13日（木）午後1時30分
◇生きがい健康体操	 17日（月）午後2時
◇脳トレ教室	 24日（月）午後2時
◇百歳体操	 5日・12日・19日・26日（水）午後2時
◇カラオケタイム	 7日・14日・21日・28日（金）午後1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。

1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

　11月２8日（日）北部苑、12月4日（土）庄東センター、5日（日）苗加苑で『お客様感謝デー』を開催しました。ステージでは、
各センターで活動されている同好会の演奏や歌謡教室の発表のほか、ゲスト出演者によるショー等が繰り広げられて会場は大盛
況でした。
　施設のロビー等では教室・同好会の皆さんによるパステルアートやフラワーアレンジメント、書道等の作品が飾られ、来場さ
れた方は素敵な作品に見入っておられました。また、お餅・おこわ・お寿司のほか、地元特産のリンゴ等も販売されお客様に大
変喜んでいただきました。　

北部苑  オカリナ同好会「かなりあ」 庄東センター  レガート・オカリナ 苗加苑  バックドロップズ

今月は北部デイサービスセンターにいるよ～

こどものあそびば
　1月15日（土） 午前10時～午後3時
絵本や遊具で自由に遊べます。「竹の子グループ」の
皆さんによる楽しい折り紙や工作を行います！親子で体験「そば打ち」をしてみませんか？

2月13日（日） 午前9時～11時30分
定　員　先着10組（１組は2～4人、保護者同伴）　
参加費　1組/300円　※お申込みは庄東センターまで

和紙の道具箱作り
日　時　1月29日（土） 午後1時30分～
受講料　1,000円（材料費＋入館料）　
　　　　※高校生以下は材料費880円のみ
定　員　12名（定員に達し次第締め切ります）
申込締め切り　1月21日（金）

※絵柄を事前に選びたい方は1月18日（火）まで

第13回 苗加苑 カラオケ大会
1月19日（水） 午後1時30分～
出場者定員 20 名（先着順）
申込み・お問合せは
苗加苑まで

福祉センターお客様感謝デー  たくさんのお客様にご来場いただきました！

わんぱく広場

出場者募集中！

1日体験教室


