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　「第４次地域福祉活動計画」を踏まえ、地域の実情にあわせた自主的な活動を支援するとともに、地域
福祉活動の啓発に取り組みます。３つの目標を柱に「互いに助けあい励ましあう　あたたかいまちづくり」
を目指し、地域住民の皆さん、市内関係機関及び福祉団体と連携していきます。

【収入内訳】
社協会費・寄付金	 1.7％
補助金・受託金	 40.1％
福祉センター等事業収入	 3.4％
介護保険収入	 52.1％
基金取崩・繰入金等	 2.7％

★身近で気軽な相談所を目指し、相談者が適切な助言と支援を受けることが
　できるよう各種専門機関と連携し、体制の整備を図ります。
≪実施事業≫
・障害者理解促進研修 ･啓発事業　　　　　・福祉総合相談事業
★災害に強い地域を目指し、災害救援ボランティアセンターの支援体制ネット
　ワークの構築とセンターの機能強化を図ります。
≪実施事業≫
・災害救援ボランティア活動支援事業　　　・ほっとなみ安心ポケット事業

★地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みを推進します。
≪実施事業≫
・デイサービスセンター運営事業　　　　　・居宅介護支援事業

★ボランティアを身近に感じられる体制づくりやボランティア活動の場を
　拡充し、ボランティアセンター機能の強化を図ります。
≪実施事業≫
・ボランティアコーディネーター設置事業　　・地域ボランティア活性化事業

★日常的な地域住民同士の見守り活動を推進し、子ども・高齢者・障がい者
　など誰もがお互いを尊重し支えあう地域づくりを支援します。
≪実施事業≫
・ふれあい ･いきいきサロン事業　　　　　　・子育て支援事業
・地域総合福祉推進事業（ケアネット型）　　	・福祉センター等施設活用事業

★子どもから大人まで福祉を身近なものに感じてもらえるよう福祉について
　知る機会の充実を図ります。
≪実施事業≫
・児童・生徒のボランティア活動普及事業　　・福祉教育地域指定推進事業

★地域の福祉活動者を支援し、福祉活動の担い手の育成と新たな人材の掘り
　起こしを行います。
≪実施事業≫
・地域福祉活動推進人材育成事業　　　　　　・地区福祉プラン支援事業

互いに助けあい励ましあう 
あたたかいまちづくり
　　～地域共生社会の実現に向けて～

令和 4 年度予算
443,006 千円

250,883 千円

124,366 千円

 67,757 千円

目標③ 安心して暮らせる地域づくり ～相談支援体制の充実と災害に強い地域づくり～

目標② みんなで支える地域づくり ～ボランティア活動の推進と地域における絆の強化～

目標① 住民主体の地域づくり ～地域福祉意識の醸成と活動の担い手の育成～

令和４年度砺波市社会福祉協議会事業計画・資金収支予算

地域福祉コーディネーター連絡会

麦秋苑こどものあそびば

ほっとなみ安心ポケット

※令和 4 年度予算の詳細は、砺波市社会福祉協議会のホームページでご覧いただけます。
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善意の窓口
3月15日～4月14日（敬称略）
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　3月 28日、㈱宮木建
設より、109,688円をご
寄付いただきました。
　毎年、職場等で出た鉄
くずや古紙を集め換金し
た収益金や寄付金をご寄
付くださり、今回で9回
目、総額 863,077 円と
なりました。

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

			5月11日（水）
			6月		1日（水）

											午後1時～4時

5月18日（水）
午後1時30分
　　～3時30分

※予約（☎ 33-5511）が必要

行政相談 5月6日（金）・20日（金） ―

人権相談 5月6日（金）・20日（金） 5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

〔相談専用電話〕　市社会福祉会館　☎ 33-5511
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　ベッド借用の御礼	 10,000円
匿名　社会福祉のため	 100,000円

㈱宮木建設	 109,688円
㈱三喜有社員会	 20,000円
加藤かおり	 タオル16枚、シーツ類5枚
匿名	 100,000円
匿名	 6,000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。

サロン活動を
始めるには
どうすればいい
　　かしら

地域住民

一人暮らしの
　お隣が気に
　なるな～

アンテナ役として、
地域の福祉情報を
収集

地域内の福祉関係者や市の福祉
関係機関との連携を推進

重いものが
　持てんが…

初めての
子育て心配…

事務サポート

民生委員児童委員

情報収集
情報共有・
橋渡し

情報提供・
連携支援

情報提供・
連携支援

ケアネットやふれ
あい・いきいき
サロン等の事務
手続きに関する
サポート

市内21地区の福祉の
アンテナ役の地域福祉
コーディネーターの皆
さんを紹介します。
（敬称略）

出　町　	宮本　隆志
庄　下　	埜村　豊壽
中　野　	横山　昭芳
五鹿屋　	髙島　伸之
東野尻　	表　　とし美
鷹　栖　	長井　孝志
若　林　	野原　英子
　林　　	松島　由美子
高　波　	北西　宇佐見
油　田　	岡部　紀子
南般若　	松澤　由美子
柳　瀬　	林　　源治
太　田　	金子　章子
般　若　	黒田　利博
東般若　	島　　清貴
栴檀野　	荒川　美佐子
栴檀山　	満保　幸美
東山見　	吉田　眞利子
青　島　	松井　鈴子
雄　神　	泉野　康子
種　田　	前野　和美

役割 1

役割２

役割３

砺 波 善 意 銀 行

社会福祉事業振興基金

●地域福祉コーディネーターの紹介●

地域福祉
コーディネーター

社会福祉協議会　砺波市

福祉サポーター

地区福祉
推進協議会自治振興会
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 林 1202　☎ 33-6633
休館日：4～6日・11日・15日・18日・25日　　

◆お楽しみ会
　「懐メロミュージックフレンド」	 2日（月）午後1時30分
　「福美会」	 9日（月）午後1時30分
　「ザ・あんぽんたん」	 16日（月）午後1時30分
　「ひまわり一座」	 21日（土）午後1時30分
　「マジックサムチップ」	 26日（木）午後1時30分
　「鳳泉会」	 30日（月）午後1時30分
◆おたのしみ風呂	 14日（土）・28日（土）
◇脳トレ学級	 16日（月）午前10時
◇ふれあい市	 16日（月）午前10時
◇砺波市盆草協会さつき盆草展	 21日（土）・22日（日）
◇いっぷく体操・健康相談	12日・19日・26日（木）午前10時
◇みんなの歌の日	 10日・17日・24日・31日（火）午後1時30分

休館日：3日～5日・11日・15日・18日・25日　
◆お楽しみ会　
　「劇団　絆」	 6日（金）午後1時30分
　「懐メロミュージックフレンド」	 13日（金）午後1時30分
　「劇団　輝」	 17日（火）午後1時30分
　「みろく座」	 20日（金）午後1時30分
　「福美会」	 24日（火）午後1時30分
　「いいとも一座」	 27日（金）午後1時30分
◇カラオケの日	 14日・28日（土）午後1時30分
◇脳トレ学級	 20日（金）午前10時
◇いっぷく体操・健康相談	
	 10日・17日・24日・31日（火）午前10時

休館日：2日・4日～6日・9日・15日・16日・23日・30日　

◆お楽しみ会
　「ザ・あんぽんたん」	 12日（木）午後1時30分
◇ほっとなみカフェ	 10日（火）午後2時
◇健康体操教室	 11日・18日（水）午前10時30分
◇カラオケタイム	 19日（木）午前10時～午後3時
◇脳トレ学級	 21日（土）午前10時

苗加 824 -1　☎ 32-7294
休館日：2日・4日～6日・9日・15日・16日・23日・30日　　

◆お楽しみ会　
　「ひまわり一座」	 3日（火）午後1時30分
　「バックドロップス」	 8日（日）午後1時30分
　「華舞踊会」	 11日（水）午後1時30分
　「水田たけし＆仲間たち」	 17日（火）午後1時30分
　「いいとも一座」	 28日（土）午後1時30分
　「劇団ゆうしん」	 31日（火）午後1時30分
◇脳トレ学級	 10日（火）午後1時30分
◇みんなで歌おうカラオケタイム	 11日（水）午後1時30分
◇月の市　美味しい赤飯・生菓子の販売	 11日（水）午前11時
◇いっぷく体操・健康相談		11日・18日・25日（水）午前10時
◆ロビー展示コーナー
　押し花教室の作品展示	 5月10日（火）～6月14日（火）

表町 3-1　☎ 33-3358
休館日：土・日曜、祝祭日（3日・4日・5日）
◇絵手紙教室	 10日・24日（火）午後２時
◇楽団ひとり	御三家の昭和名曲歌謡	 17日（火）午後1時30分
◇脳トレ教室	 23日（月）午後2時
◇百歳体操	 11日・18日・25日（水）午後２時
◇カラオケタイム	 金曜　午後1時

出町生きがいセンタ−

令和 4年度 4月より休館日が「祝日の翌日」から「祝日」へ変更
となりました。なお毎週水曜日、第 3日曜日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。

５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

★お達者クイズ　
　毎月、頭の体操になるクイズを出題して
います。全問正解した方には賞状を授与！
皆さん、楽しみにしておられます。

★お楽しみ会
　毎月4～ 5回、ボランティア
グループによる公演を行ってい
ます。歌謡曲・舞踊・生バンド・
三味線など魅力が盛りだくさん
の演芸をぜひご覧ください。

★各種同好会
　趣味を楽しむ同好会が 18 グ
ループあります。何か始めたい
けど、何がいいかわからない…
という方、一度、苗加苑に見学
にお越しください。思いがけな
い出会いがあるかも。

★苗加苑DEあそぼう！
　未就園児を対象に、初夏に草
花の寄せ植え、夏はプール遊び
とスイカ割、冬はクリスマスカー
ド作りと、親子で楽しい時間を
過ごしていただけるよう、年に4
～ 5回開催しています。

今月は南部デイサービスにいるよ～

こどものあそびば
５月７日（土） 午前10時～午後3時 
絵本や遊具もあります。「ラブリーグループ」の
皆さんと楽しく遊ぼう！
腹話術のケンちゃんが遊びに来るよ！　※午前中のみ

♬みんなの歌のつどい♬
5月3日（火） 午前10時～午後3時
出場者40組！！	みんなで1日歌を楽しみましょう♪

苗加苑DEあそぼう！
親子で「夏の草花の寄せ植え」体験
6月5日（日） 午前10時～
対　象　未就園児～小学校低学年児童（親・祖父母同伴）
参加費　子ども1人100円（おやつ代）同伴者入館料無料
　　　　先着 20組	 ※申込み、問合せは苗加苑まで

苗加苑へ
　　いらっしゃい！

参加者
募集中！


