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　1月15日（土）～21日（金）までの「防災とボランティア週間」に合わせ、「砺波市ボ
ランティア活動紹介展」をイオンモールとなみで開催しました！
　体験コーナーでは、開店と同時に多くの親子連れが訪れ、「工作の次に風船ね」と、
わくわくしながら体験コーナーをまわり、ボランティアと一緒に楽しむ子どもたちの
笑顔が会場にあふれました。

　また、21日まで開催した展示コーナーでは、市内の学校、ボラ
ンティアグループによるボランティア活動を紹介したパネルを展
示しました。「このグループはどこで活動していますか？」「男性
でも入れますか？」など、市民の皆さんにボランティア活動に興味・
関心を持っていただくよい機会になりました。
　ボランティアに興味のある方はぜひお問合せください。

� 　市社会福祉協議会　☎ 32-0294　

　社会福祉協議会への会費は、ふれあい・いきいきサロン
活動やケアネット活動を中心とした地域での生活を支える
福祉活動の推進に活かされるほか、市内 21地区への地域
福祉コーディネーターの
設置や福祉サポーターの
委嘱、福祉課題解決に向
けた懇談会の開催など地
域福祉の基盤強化のため
の事業に充てられます。
　また、砺波市福祉健康
大会の開催や広報「社協
だより」の発行などに活
用しています。

　赤い羽根共同募金は、約70％を砺波市内の福祉団体や
施設に、30％は県内の広域的な福祉課題解決のために役立
てられます。砺波市では児
童・生徒の福祉教育の推進
や子育て支援事業、市民の
ボランティア活動啓発事業
など、様々な福祉活動に活
かされています。
【募金内訳】
戸別募金	 5,542,810円
職域募金	 709,848円
（法人募金含む）
学校募金	 113,811円
その他	 35,889円

　日本赤十字社の募金は、火災などで被災されたご家族へ
の救援物資の配給や、市民の皆さんを対象とした救急法・
心肺蘇生法（ＡＥＤ）講
習会の開催に活用されま
す。また、赤十字奉仕団
による一人暮らし高齢者
宅への慰問活動や献血事
業への協力など、地域に
応じた赤十字活動に活か
されています。

　犯罪や非行のない明るい地域社会を築くため、砺波保護
区保護司会が毎年7月に行う「社会を明るくする運動」や
市内各地区それぞれの実情に即した非行問題等を話し合う
「ミニ集会」の実施な
ど、市内の犯罪予防と
青少年の健全育成活動
に活かされています。
（活動の詳細は24ペー
ジを参照ください）

　各地区自治振興会や町内会を通じて寄せられた皆さんからの募金は「誰もが安心して
暮らせる福祉のまちづくり」をめざし、地域福祉活動や在宅福祉サービスの充実のため
有効に活用させていただきます。

共 同 募 金
総額　6,402,358円

赤十字活動
総額　6,153,700円

社会を明るくする運動
総額　738,900円

地域福祉事業
総額　5,297,170円

※戸別募金、職域募金、学校募金等合計額

※会費、寄付金（社資）合計額

各種募金にご理解ご協力をいただき
ありがとうございました

災害時に指定避難所となる小学校へ大型
サーキュレーターの配備事業を行っています。 各地区でのミニ集会の様子

大好評！

地域福祉について話し合う地域福
祉コーディネーター連絡会を開催
しています。

夏休みに開催する、ボランティア
体験学習「中高生のボランティア
スクール」にも活かされています。

ボランティア活動紹介展
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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
http://www.tonami-shakyo.or.jp/

善意の窓口
1月15日～2月14日（敬称略）

広報  となみ  2022.321

◆加入対象　　
ボランティアセンターに登録済のグループ、団体、
個人

◆補償期間　　
4月1日	午後４時～令和5年４月１日	午後４時
　※4月 1日以降は加入手続き完了日から補償

◆補償対象
・ボランティア活動中の事故によりケガをした場合
や、他人にケガをさせた場合

・他人の物を壊してしまい損害賠償責任を負った場合
※天災の場合、別途天災タイプへの保険加入が必要です。
※自動車事故による対人・対物賠償責任や自治会などの
総会、有償ボランティア活動など、対象とならない活
動がありますのでお問合せください。

◆年間保険料　250円（一人につき）
◆申込み・問合先　
　市社会福祉協議会	 本　　所　☎ 32-0294
	 庄川支所　☎ 82-3520

　砺波市共同募金委員会では、あたたかい福祉のまち
づくりを目的に活動する市内の団体を応援するため、
「赤い羽根共同募金」を助成します。

【助成対象事業】　　
令和 5年度中に実施する事業
※令和 4年度に募った募金をもとに助成するものです。
　（例）　・障がいへの理解促進や交流を図る事業
　　　　・子育て支援に関する事業
　　　　・高齢者の活動を支援、促進する事業　など

【助成対象団体】
市内に活動拠点を有する福祉団体、ボランティア団体
※6月に砺波市共同募金委員会で審査されます。

【申請方法】
申請書に必要事項を記入のうえ、4月28日（木）まで砺
波市共同募金委員会へ提出ください。

　問合先　砺波市共同募金委員会（市社会福祉協議会内）　
　　　　　☎32-0294　　　　　　　　　　　　　�　　

　近年、全国において自然災害が多発しており、被災地の支援
にはボランティアが大きな力となっています。特に、大規模災
害時に全国から集まるボランティアの受け入れや被災者から寄
せられるニーズに対応できる体制が重要となります。

　その体制づくりの一環として砺波市社会福祉協議会では、
1月 21日（金）に民生委員児童委員、となみセントラルライオ
ンズクラブ、となみ青年会議所の皆さんを対象に「災害救援ボ
ランティアセンターネットワーク構築研修会」を開催しました。
水井勤氏（富山県社会福祉協議会地域福祉・ボランティア振興
課課長）を講師に招き、災害ボランティア活動や災害ボランティ
アの運営業務について、これまでの事例を用いて講演いただき
ました。

　今後も大規模災害に備え、市民の皆さんのボランティア活動
に対する理解を深め、災害ボランティア活動への参加を促進す
るため取り組んでいきます。

いざという時のためにも、ボランティア活動保険にご加入ください

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

				3月2日（水）
				4月6日（水）

											午後1時～4時

3月16日（水）
午後1時30分
　　～3時30分

※予約（☎ 33-5511）が必要

行政相談 3月4日（金）・18日（金） ―

人権相談 3月4日（金）・18日（金） 3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
〔相談専用電話〕　市社会福祉会館　☎ 33-5511
　　　　　　　	　社協庄川支所　　☎ 82-3520
月～金曜　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　（土・日曜、祝日を除く）

※感染状況により中止となる場合があります。

匿名　母の供養のため	 100,000円

富山県保育士会		砺波市内会員一同	 タオル131枚
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。

砺 波 善 意 銀 行

災害救援ボランティアセンター
　　　ネットワーク構築研修会

社会福祉事業振興基金

令和 4年度
ボランティア活動保険のご案内

　「あたたかい福祉のまち」を目指して
共同募金一般公募事業を募集します！
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教室名 開催日 講師

折り紙教室

第 2土曜
午前 10時
午後 1時 30分

柴田智美恵先生

季節に合わせた折り紙を楽しみましょう！

詩吟友の会

第１・第３金曜
午後１時 30分 光主榮岳先生

詩吟を吟じて心身ともに健康を目指しまし
ょう！初心者も大歓迎です。

脳トレ学級 第３土曜　午前 10時

教室名 開催日 講師

書道教室

第１・３土曜
午後１時 30分 森田和子先生

ちょっとした時、美しい字が書けたらなと思
ったことはありませんか？初心者、若い方、
男性も大歓迎！基礎から丁寧に学びます。

パソコン教室

第２・４日曜
午後１時 30分 浅野俊樹先生

初心者でも安心。ワードとエクセルの初級、
中級を 1年間で学習します。お知らせ文書
や家計簿、年賀状作成などすぐに役立つ講
座です！

ヨーガ療法教室

第２・４土曜
午前 10時 海老美奈子先生

肩こり、冷え症、腰痛の方におススメ！高
齢者にも優しいヨガで体の関節や筋肉をゆ
っくりのばしてほぐします！

絵手紙教室

第２・４土曜
午後１時 30分 斉藤孝雄先生

基本的な絵手紙の描き方から楽しく学びま
す。心を込めて一生懸命に描いたものは相
手の心に必ず届きます！

茶道教室
（裏千家）

第１・３土曜
午後１時 30分 田中宗尋先生

初心者大歓迎！丁寧に分かりやすく優しく
教えていただきます！一緒にお茶を楽しみ
ましょう。

介護予防
バランス
アップ講座

第１・３木曜
午前 10時 竹田直美先生

運動が苦手な方も大丈夫！楽しみながら転
倒予防、認知機能向上を目指します。

３B体操教室

第 2・4木曜
午前 10時 島崎厚子先生

基礎体力を維持するための筋肉運動、生活
習慣病を予防する健康体操です。３つの補
助具を使って運動嫌いの方も楽しめます！

オカリナ教室
第２・第４土曜 花音先生
親しみやすく、穏やかな気持ちになれる楽
器です。初心者でも気軽に入門できます。

脳トレ学級 第３金曜　午前 10時

教室名 開催日 講師

健康マージャン
教室（初級）

第２・４木曜
午前９時 30分 齊藤和芳先生

牌の名前からゲームの仕方まで、丁寧に教
えてもらえます。楽しみながら頭の体操を
しましょう！

健康マージャン
教室（中級）

第２・４火曜
午前９時 30分 齊藤和芳先生

マージャン本来の面白さが追及できます。
どなたでも楽しめるマージャンで、健康づ
くり、生きがいづくり、仲間づくりをしま
せんか？

歌謡教室
（邦楽・演歌）

第１・３木曜
午後１時 30分 堀田忠夫先生

邦楽から演歌まで、歌うことで楽しい時間
を過ごしましょう。初心者も大歓迎です！

笑いヨガ教室

第３火曜
午前 10時 尾角健先生

笑いの体操とヨガの呼吸法を組み合わせた
笑いヨガで、心身共に健康になりましょう！

脳トレ学級 第３月曜　午前 10時

教室名 開催日 講師

健康マージャン
教室

（初級～中級）

第１・３木曜
午前９時 30分 齊藤和芳先生

初心者大歓迎！優しく指導いたします。年
齢・性別を問わず、どなたでも楽しんでい
ただけます。

花の会
（生け花教室）

第２・４木曜
午後１時 30分 小倉隆男先生

楽しく生け花を習ってみませんか？

脳トレ学級 第１火曜　午後１時 30分
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講　師／濱田喜代子
開催日／ 4～ 6月		第 2・4土曜
　　　　（6回コース）
時　間／午後 1時 30分
初心者、経験者を問いません！
さあ、おうち時間をオカリナで楽しみましょう。

市内の福祉センター（庄東センター、麦秋苑、苗加苑、北部苑）では、４月から開催する教室の
受講者を募集します。どなたでも気軽に取り組める内容となっていますので、皆さんの参加をお
待ちしています。教室の詳細については各施設へ直接お問合せください。

　各福祉センターには上記教室の他、各種同好
会や趣味のグループがたくさんあります。
　「何かを始めてみたいな」「こんなグループは
ないかしら？」等お気軽にお問合せください。

４月からの教室案内

短期オカリナ教室新規開催
！

趣味や仲間づくりをしませんか？

福祉センター苗加苑

社会福祉庄東センター

福祉センター北部苑

福祉センター麦秋苑
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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
　「花梨の会」	 4日（金）午後1時30分
　「KOBスイング・エコーズ」	 6日（日）午後1時30分
　「劇団　輝」	 10日（木）午後1時30分
　「砺民会」	 13日（日）午後1時30分
　「懐メロミュージックフレンド」	 15日（火）午後1時30分
　「みろくカラオケ愛好会」	 24日（木）午後1時30分
　「金村ひろし歌謡ショー」	 31日（木）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	 15日（火）午前10時
◇いっぷく体操・健康相談	 毎週木曜　午前10時
㊟カラオケフリータイム	 毎週月曜　午後１時30分

休館日：2日・9日・16日・20日・22日・23日・30日　
◆お楽しみ会　
　「劇団　輝」	 4日（金）午後1時30分
　「みろくカラオケ愛好会」	 8日（火）午後1時30分
　「辰巳流　千の会」	 11日（金）午後1時30分
　「ひまわり一座」	 15日（火）午後1時30分
　「喜楽会」	 18日（金）午後1時30分
　「あじさいグループ」	 25日（金）午後1時30分
㊟カラオケの日	 12日・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	
	 1日・8日・15日・29日（火）午前10時

休館日：7日・14日・20日～22日・28日　

◆お楽しみ会
　「懐メロミュージックフレンド」	10日（木）午後1時30分
　「いいとも一座」	 19日（土）午後1時30分
◇健康体操教室	 2日・16日（水）午前10時30分
㊟カラオケタイム
	 3日・17日・31日（木）午前10時～午後3時
◇ほっとなみカフェ	 8日（火）午後2時

苗加824 -1　☎32-7294
休館日：7日・14日・20日～22日・28日　　

◆お楽しみ会　
　「辰巳流　千の会」	 3日（木）午後1時30分
　「ザ・あんぽんたん」	 8日（火）午後1時30分
　「ひまわり一座」	 16日（水）午後1時30分
　「花梨の会（舞踊）」	 23日（水）午後1時30分
　「栃原二六松とこぶしの会」	 29日（火）午後1時30分
◇脳トレ学級	 1日（火）午後1時30分
㊟みんなで歌おうカラオケタイム	 2日（水）午後1時30分
◇いっぷく体操・健康相談	 毎週水曜　午前10時

表町3-1　☎33-3358
休館日：土・日曜、祝祭日（21日）
◇３Ｂ体操	 7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　午後2時
㊟カラオケタイム	 毎週金曜　午後1時

出町生きがいセンタ−

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、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。
　また、お楽しみ会等についても、中止や延期となる場合が
ありますので、各施設へお問合せください。

○注

4月以降、休館日が「祝日の翌日」から「祝日」へ変更となります。な
お毎週水曜、第3日曜の休館日は変更ありません。

シロちゃん

※各施設では定例開催のコーナーもあります。詳細は各施設にお問合せください。

３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

※4月以降、休館日が「祝日の翌日」から「祝日」へ変更となります。なお毎週水曜、第3日曜の休館日は変更ありません。

のんびりゆったり
入浴施設やマッサージチェア、電位
治療器があります。自由に休憩でき
る部屋もありますので一日ゆったり
とお過ごしください。ジュース、お
菓子、カップラーメン等の販売をし
ています。持ち込みもＯＫです。

四季折々の行事
春はこいのぼり揚げ、夏は七夕、秋
冬はりんご、ゆず、かりん湯と季節
に合わせた行事を行っています。ま
た、りんご狩り＆アップルパイ作り
といった親子で参加出来る行事もあ
ります。

お楽しみ
毎週金曜日、月１回火曜日の午後
からお楽しみ会を開催しています。
ステージで歌や踊り、伝統芸能な
どが披露されます。健康講座もあ
りますので是非一度足を運んでみ
てください。

お部屋で交流
個室の使用ができます。研修や地域
の会合、仲良しのお友だちとの集ま
りにご利用ください。ご予約お待ち
しています。（個室使用料が必要で
す）

●入館料
高校生以下：無料　　
一般：420 円
高齢者・障害者等：310 円   

こどものあそびば
３月5日（土） 午前10時～午後3時 
絵本や遊具もあります。「いきいき工作メイト」の
皆さんと楽しく工作をして遊ぼう！
※工作メイトの時間は午後1時30分～2時30分

苗加苑　春祭り開催！  3月13日（日）
みどりの風（オカリナ）コンサート	 午前10時30分
金村ひろし歌謡ショー	 午後1時30分
月の市も開催：赤飯、餅、寿司、おにぎりなど販売！

カラオケONステージを新設しました！

カラオケのつどい
3月21日（月・祝） 午前10時～午後3時　
総勢40名による熱唱とパフォーマンスをお楽しみください。
ゲスト：林道美有紀さん

庄東センターに来られ～
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砺波市中学生生徒活動研修会

　5月 16日、砺波市中学生生徒活動研修会が市文化会館で
開催されました。
　市内 4中学校の生徒会役員、学級代表 55 名が参加し、
今年度は「よりよい学校・地域を自分たちでつくろう」をテー
マに、各校の活動発表や活発な意見交換が行われました。
　自主的に生徒会活動や地域貢献、ボランティア活動に取
り組んでいる中学生
の発表に感銘しまし
た。また、分科会で
は多くの具体的発言
やグローバルな提案
もあり、大変素晴ら
しい充実した時間を
過ごしました。

ミニ集会　

　ミニ集会は、更生保護女性会が中心となり市内21か所で
行う集会で、本年度は、コロナ禍もあり、7月４日から11月
18日までの間、市内13地区で 373名が参加し実施されま
した。更生保護女性会は、女性の立場から地域の犯罪予防活
動や更生支援を行うボランティア団体です。ミニ集会では、
ＤＶＤによるボランティア活動の動画紹介や、保護司からは、
保護司の役割や仕事、
更生保護・社会を明
るくする運動につい
て、警察署や駐在所
の方からは、スマホ
やインターネットから
の振り込め詐欺など
の犯罪被害について
の説明がありました。

自主研修会　

　11月22日、砺波まなび交流館において市内保護司24名
が参加し、自主研修会を開催しました。今回は、４つのグルー
プに分かれ「対象者を担当する保護観察の流れ」をテーマに
協議しました。保護観
察の経験談、対象者と
の接し方など留意事項
を聞きました。処遇実
務の具体だけでなく、
保護司の特質や民間
性・地域性についても
意見交換され、有意義
な一時となりました。

「社会を明るくする運動推進委員会」の開催

　6月 25日、砺波市役所において「“第 71回社会を明るく
する運動”砺波市推進委員会」が開催されました。この委員
会は、市長を委員長として市内各種団体長で構成され、年々
増加傾向にある再犯を防止し、犯罪や非行のない地域社会を
築こうとする全国的な運動を実践します。
　本市においてはコロナ禍ではありましたが、ポスターやの
ぼり旗による広報活動をはじめ更生保護に関する事業を行
いました。

第71回“社会を明るくする運動”
「作文コンテスト」

小学生の部
　最優秀賞	 甲田　遥斗	さん（砺波北部小６年）
　　　　　　　　「犯罪や非行のない暮らし」　　
　優秀賞	 中島　陽菜	さん（庄川小６年）
　　　　　　　　「周りの存在で」　
中学生の部
　優秀賞	 川原　　結	さん（出町中２年）
　　　　　　　　「明日への一歩」
　優秀賞	 五嶋　綾花	さん（出町中３年）
　　　　　　　　「核家族が増える中で私に出来る共助」

	 砺波保護区保護司会　会長　岡部　　豐

　保護司は、保護観察官とともに　①保
護観察対象者の改善更生　②矯正施設収
容者及び少年院在院者の生活環境調整　

③犯罪予防活動などに取り組んでいます。
　サスペンスドラマは犯人逮捕で終わりですが、その後
その人はどうなるのでしょうか。
　再犯防止推進法が平成 28 年に制定され、国は、地方
公共団体と連携して再犯防止に取り組んでいます。皆さ
んのご理解、ご協力をお願いします。

会長ごあいさつ

砺波更生保護サポートセンター　 TEL 23-6565

〒939-1386 砺波市幸町８番17号　砺波市社会福祉会館内
 TEL３２-０２９４　FAX３３-６３２４保護司会事務局

開設日：月・水・金曜の午前10時～午後4時（祝日除く）
　　　　（ただし、社会福祉会館の休館日は開設しません）【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	】

保護司会のページ
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