たかおか

2019

新元号になって初めての「たかおか社協だより」の発行です。
地域がよくなるようにとご尽力いただいた皆さまのおかげにより、

平成の間に127回の発行ができました。今後も福祉の情報をお届け
してまいります。

●
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◎呉西地区成年後見センター開設
・令和元年度予算・事業計画
・わがまち福祉
・ボランティア情報
・介護職員初任者研修受講生募集

◎特集

わがまち福祉

二上地区「男性の料理教室」
西条校下「子育てサロン
はとぽっぽ教室」

守山地区の五十里サロン
「高岡マジックサークル」の方を
呼んで、マジックショーを鑑賞さ
れました。

定塚校下の白山町サロン
参 加 者 の 友 人 を 講 師 に 呼 ん で、
松ぼっくりを使った小物作りに取
り組まれました。

この広報紙は一部共同募金の助成を受け発行しています。

呉西地区成年後見センターを設置しました

NEW

呉西地区成年後見センターでは、呉西地区（高岡市、射水市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市）

を対象に、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分になっても住み慣れた地域
で安心して「自分らしく」生活できるよう「成年後見制度」の利用をお手伝いします。

成年後見制度とは？
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が不十分な方は、ご自身で契約な
どの法律行為を行うことが難しい場合があります。成年後見制度は、判断能力が不十分な方のために、
本人の権利を守る援助者を選び、必要な契約を結んだり財産を管理したりして、本人を法律的に支援す
る制度です。
成年後見制度には、すでに判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」と判断能力があ
るうちに将来に備えて契約を結んでおく「任意後見制度」の２つの仕組みがあります。

法定後見制度
家庭裁判所によって選任された後見人等が財産
や権利を守り、本人を法的に支援します。

＜後見＞

＜保佐＞

常に判断能力を
欠いている方

判断能力が著し
く不十分な方

＜補助＞

判断能力が不十
分な方

任意後見制度
判断能力が不十分になった時に備え、あ
らかじめ自らが選んだ代理人に、どのよ
うな援助をしてもらうか決めておきま
す。手続きは公証役場で公証人立会いの
もと行います。

呉西地区成年後見センターの機能
①相

談

成年後見制度の利用に関
する相談を行います。

②人材育成
6市の市民の方を対象に市
民後見人の養成講座・実務
研修を行います。
研修修了後、希望者は市
民 後 見 人 バ ン ク に 登 録 し、
法人後見支援員として活動
していただきます。

③法人後見の受任

成年後見人等が見つから
ない場合で、家庭裁判所から
依頼があった際に必要に応
じて呉西地区成年後見セン
ターが後見業務を行います。

【問合先】
呉西地区成年後見センター（高岡市社会福祉協議会館内）
TEL

92−0810
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令和元年度

予算・事業計画

みんなで支え合い、みんなが『あっかり』して生活できる社会を目指して活動します。
積立基金を取り崩したお金
事業を行って入るお金

3,690,000円（0.7％）

19,421,000（3.9％）

その他のお金

507,000円（0.1％）

市民の皆さまからいただいている会費
寄付していただいたお金

障害福祉サービス等を提供し
て入る保険のお金
23,098,000円（4.6％）

収 入
4億9,999万8千円

介護サービスを提供して
入るお金
165,336,000円（33.1％）

9,256,000円（1.9％）

120,000円（0.1％）

高岡市や富山県社協等から
入ってくるお金
145,240,000円
（28.9％）

受託金（高岡市等から事業を
依頼されて受け取るお金）
106,490,000円（21.3％）
受託金（地域包括支援センターの
運営を依頼されて受け取るお金）
26,840,000円（5.4％）
福祉センターの管理運営
・高岡市社会福祉協議会館
・万葉社会福祉センター
・福岡社会福祉センター
・東部老人福祉センター
・高岡市ふれあい福祉センター

在宅福祉サービスの推進
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・通所介護(デイサービス)
・居宅介護支援(支援計画の作成)
・地域包括支援センター
・特定相談(障がいのある方の相談窓口）
等

福祉サービスを提供するために
使うお金
203,112,000円（40.6％）
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等

その他の事業
・赤い羽根共同募金等の推進
・高岡市社会福祉法人連絡協議会

等

地域の人が活動するために
使うお金
法人を運営するために使うお金
116,421,000円（23.3％）

等

施設を運営するために
使うお金
142,662,000円
（28.5％）

地域福祉活動の推進
・高岡あっかり福祉ネット推進事業
・ケアネット活動
・ふれあい・いきいきサロン事業

支 出
4億9,999万8千円

・ボランティアの養成・育成
・ボランティア活動の支援

等

ボランティア活動を推進する
ために使うお金
17,261,000円（3.5％）
相談援助を行うために使うお金
20,542,000円（4.1％）

生活を支える事業の推進
・（新規）呉西地区成年後見センター
・日常生活自立支援事業
・生活福祉資金の貸付事業

二 上 地 区 男性の料理教室
二上地区社会福祉協議会では、平成７年より二上地区在住の男性を対象
に二上公民館で毎年１回、
「男性の料理教室」を二上地区食生活改善推進委
員の指導により開催されています。
近年、男性のひとり暮らしや共働き世帯の増加により、男性が料理をす
る必要性が増したこともあり、週２回程度は男性も家庭で調理してほしい
という想いと共に男性が料理をしながらコミュニケーションを図る機会と
なるよう教室を開催されています。
参加者からは、調理後「疲れた…。
毎日（妻が）こんなことしとると思っ
たら感謝せんなん。」
「（盛付後）目で見
て楽しめるよう、彩りが大事やと分かっ
た。」
「健康のためにも減塩を心がけよう
と思った。」と話され、
「また参加したい」
との声がありました。
二上地区社協としては、教室には毎
回15名前後の男性が参加されますが、
今後は若いお父さんたちにもぜひ参加
してほしいとのことでした。

西 条 校 下

わがま
ち
福祉

子育てサロン「はとぽっぽ教室」

西条校下社会福祉協議会では、子育て世帯に子育てに関する情報等を提供するとともに、
参加した親子が交流する機会を持ち、地域で子育て世帯を見守り支援していくことを目的
に、子育てサロン「はとぽっぽ教室」が開催されています。
参加した親子や主任児童委員や母子保健推進員、校下社協の関
係者の皆さんで和やかな雰囲気のなか始まった教室は、小児科の
先生による『乳幼児の病気について』と題した講演や、
でんでん太鼓づくり、歌遊び、フリートークで盛り上
がっていました。
フリートークでは「普段同世代の子育て中の人と話
をする機会があまりないので、交流できてよかった」
「地
域の子育ての行事に参加できてよかった」との意見が
あり、地域で子育て世帯が交流できる機会が大切であ
ると感じました。

高岡あっかり福祉ネット推進事業

実施地区懇談会を開催しました
５月31日（金）にふれあい福祉センターで、各校区社会福祉協議会
の会長や関係者の方、地域福祉コーディネーター、地域包括支援センター
職員が集まり、高岡あっかり福祉ネット推進事業実施地区懇談会を開催
しました。
高岡あっかり福祉ネット推進事業は、平成24年度から始まり、市内
全27校区で校区毎の福祉課題を解決するために各種団体等との協働に
より取り組まれています。
今回の懇談会では、情報交換の時間を持ち、校区の課題やそれに対し
て取り組む事業、工夫していることなどについて活発に意見が交わされ
ました。

たかおか社協だより 2019.7 (vol.55)

4

ふれあい福祉センター
所長

酒井

克志

社会福祉の仕事をさせてい
ただき、改めて「福祉」とは
何かを考えさせられたところ
です。
現在は、公的扶助やサービ
スによる生活の安定、充足と
意味合いが強いところです
が、 当 セ ン タ ー の 名 称 に も
なっておりますように、「ふ
れあい」が福祉保健の増進と
市民の地域福祉活動の推進を
図り、本来の意味である「幸
福」へつながるように努めて
まいります。

社会福祉協議会の職員とな
り、デイサービスセンターに
勤務させていただいておりま
す。
私のモットーは『笑顔で楽
しく安全に』です。わからな
い事も多くありますが、先輩
方や利用者の皆さんから教え
ていただくことを一つ一つ大
切にして頑張っていこうと思
います。
どうぞよろしくお願いいた
します。

新任職員紹介
4月から、ふれあい福祉セ
ンターで勤務させていただい
ています。
まだ、戸惑うことも多くあ
り、周りの方々に支えてもら
いながら日々頑張っていま
す。
皆さんが笑顔で、気持ちよ
く利用していただけるよう努
めていきたいと思っています
ので、どうぞよろしくお願い
いたします。

デイサービスセンター

介護士

村上

はつみ
ホームヘルパーステーション

今年度から高岡市社会福祉協議会の職員となりました。
みなさま、よろしくお願いいたします。

社協
辞典
語
用

ホームヘルパー

廣瀬

昭美

ふれあい福祉センター
係長

板谷

小百合

4月から高岡市社会福祉協
議会のホームヘルパーステー
ションに勤務することになり
ました。
今まで経験してきた施設勤
務とは違い利用者のご自宅に
直接お伺いし、排泄介助、調
理 や 掃 除 等 の 生 活 援 助 な ど、
初めてのことばかりで慣れな
いことも多いですが頑張りた
いと思います。
よろしくお願いいたします。

テ ー マ ふれあい・いきいきサロン
家で閉じこもりがちな高齢者や予防的サービスが必要な高齢者などが、
地域の公民館などへ出かけ、
地域の人とつながりを持ち、
地域の中でいきいきと暮らしていける場となることを目指しています。

各地域での取り組みの例
おしゃべり
お茶会

レクリエーション

講演会
教養講座

平成30年度

レクリエーション用具貸出回数ランキング
１位

ターゲットゲーム
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２位

アニマル輪投げ
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３位

創作活動

健康づくり

など

高岡市社会福祉協議会では、サロンで利用するレクリ
エーション用具を貸出しています。原則、１週間以内で
貸出は無料です。お気軽にお問合せください。
（地域福祉課 TEL 23−2917)

シャッフル＆ゴルフセット

４位

低床型玉入れ

５位

ジャンボボウリング

ボランティア情報

2019年
7月

高岡市ボランティアセンター
（高岡市ふれあい福祉センター内）

〒933-0935

0766（21）7883

博労本町4番1号

0766（22）3139

Email：volunteer@takaoka-shakyo.or.jp

令和元年度

高岡市ボランティア連絡協議会
定期総会開催

高岡市ボランティア連絡協議会定期総会が、５月11日（土）に、高岡
市ふれあい福祉センター多目的ホールで開催されました。平成30年度決
算・事業報告、令和元年度予算・事業計画について審議し、いずれも可
決されました。
例年、記念講演会を開いていましたが、今年は趣向を変え「ピアノ
（村上笑吏さん）とフルート（一ノ瀬浩子さん）のデュオコンサート」の
ひとときをもちました。日頃、高齢者や子どもたちのために活動してい
る会員たちが、楽しく心癒され、これからのボランティア活動への新し
いエネルギーをいただきました。

グ ル ー プ の 紹 介
高岡市観光ガイド連絡協議会

五感でつくる温もりアート.ココロ

当協議会立ち上げ総会の様子

第８回観光ボランティアガイド北陸大会in高岡の様子

高岡市には、観光ガイドボランティアが６グルー
プあります。各グループで、案内地域を分けそれぞ
れ独自の活動をしていますが、ガイド依頼が増え、
１グループでは対応できない時に他のグループか
らの応援・連絡を取り合うために昨年２月に協議会
を設立しました。昨年の９月27日・28日の両日に
は、
「第８回観光ボランティアガイド北陸大会in高
岡」を高岡商工会議所で開催し、北陸三県のボラン
ティアガイド350人が結集しました。まだ、発足し
たばかりの協議会ですが、これからも結束を固めて
活動したいと思っています。

（代表 清水 静子）

こんにちは。
「五感でつくる温もりアート.ココロ」
は平成30年２月に設立し、６名の臨床美術士が活
動しています。「臨床美術」という言葉を聞き慣れ
ない方もおられると思います。“見る”“聞く”“触
る”を通して香りや味を感じ取り、心のおもむく
ままに色や形に表します。五感を刺激することに
より脳が活性化され、感性の目覚めや回復があり
ます。ココロが解放され、生きる意欲が湧いてくる。
これが「臨床美術」です。難しい技法はありません。
臨床美術士がプログラムに沿ってお手伝いします
ので誰でも楽しく取り組め、心がほっこり癒され
ます。私たちは地域の皆様に体験の機会を提供し、
明るい社会に繋げていきたいと願っています。皆
さまの体験参加をお待ちしています。

（代表 谷口 かよ子）
【問合先】五感でつくる温もりアート．ココロ TEL 24−0559
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おもちゃの素晴らしさと遊びの楽しさを知り、
出会いとふれあいを体感することを目的
にボランティアセンター隣に高岡おもちゃの図書館を設置しています。
図書館には多種多
様なおもちゃがあり、
小学生以下であれば誰でも遊ぶことができます。
定期的に人形劇の上
演やこわれたおもちゃの診断も行っております。
障がいのある方には、
おもちゃの貸し出し
サービスも行っております。
いずれも無料です。
ぜひ、
遊びにお越しください。

高岡お
もちゃ
図書館 の

＊＊＊利用案内＊＊＊

開館時間▶９：00～17：00
休 館 日▶毎週火曜日、国民の祝日に関する法律に規定
する休日、８月15日、12月29日～１月４日
利用は保護者同伴でお願いいたします
おもちゃの貸し出しについて
・障がいのある小学生以下の方のみ
・１回につき２個まで
・期間は２週間
・貸出、返却手続きは平日のみ

利用は全て
無料です

【問合先】高岡おもちゃの図書館（ボランティアセンター隣）
博労本町４番１号 TEL 21−7883

こわれちゃった、想い出や
愛着のある
“おもちゃ”
はありませんか？

「おもちゃ病院ぺんぎん」が

無

料

※部品代は別途必要

ご相談をお受けします。
おもちゃ病院ぺんぎんでは、こわれたおもちゃの
診断と簡単な治療を行います。
開催予定日
出張診療
７月20日、８月17日、
7月3日（10：00～12：00）
に戸出児童センターへ出
９月21日
張診療いたします。お気
時間
軽にお越しください。

いずれも13：30～16：00

【問合先】おもちゃ病院ぺんぎん 代表：土合 TEL 25−6789

ボランティア

● 集
募
●

傾聴ボランティア
活動内容▶施設などに入居している、高齢者の話し
相手
場

所▶志貴野長生寮
社協デイサービスセンター

入場無料

「人形劇の上演」＆「リズムにのってあそぼう」
おもちゃの図書館では第１・第３月曜日に「人形
劇の上演」、第２月曜日に「リズムにのってあそぼ
う！」を未就学児を対象に開催しております。ご家
族揃って、ぜひ遊びにきてください。
開催予定日
７月１日、８日
８月５日、19日
９月２日、９日
時間
いずれも10：30～11：30
【問合先】人形劇団どんぐりコロコロ

日

TEL 24−0559

時▶毎月第３木曜日
14：00～15：30
毎月第４水・木・金（の内１日）
10：30～11：30

問 合 先▶傾聴ボランティア「ぬくもり高岡」
担当：稲積 TEL 090−1630−5431

ボランティアセンターの新規登録グループ紹介） 令和元年５月 ）
平成31年２月～

登録団体名
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活動内容

楽笑会福岡

健康マージャンを月３回開催しています。大会も年４回行います。マージャン
の前後にはラジオ体操、ストレッチ体操を行い、休憩時間中の会員相互の交流、
情報交換は楽しみの一つです。
施設等からの要請に応じ、健康マージャンサロンの立上げの指導も推進してい
きます。

千保川クルーズ実行委員会

手漕ぎカヌー型のボートによる舟下りを通して、千保川を見直し楽しむ空間と
することを目標としています。

西五位おたっしゃクラブ

高齢者の皆さんに、脳トレや体操等を実施し、認知症予防・介護予防に取り組
む活動を行っています。
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福岡支所 〒939-0132 高岡市福岡町大滝22
Tel 0766（64）8114 ／ Fax（64）8053 fukuoka.branch@takaoka-shakyo.or.jp
高岡市ボランティアセンター 〒933-0935 高岡市博労本町4番1号
Tel 0766（21）7883 ／ Fax（22）3139 volunteer@takaoka-shakyo.or.jp
高岡市ふれあい福祉センター 〒933-0935 高岡市博労本町4番1号
Tel 0766（21）7888 ／ Fax（21）7885 fureai@takaoka-shakyo.or.jp

行 事

♢日時：８月24日（土）14：00～15：40
♢場所：ふれあい福祉センター１階 多目的ホール
♢内容：講演『子どもとのコミュニケーションのとり方
〜自己肯定感を伸ばす言葉がけ〜』
講師 一般社団法人 日本ライフコミュニケーション協会
認定伝え方インストラクター

東海 真由美 氏
：実践 『ふれあい遊び』

♢対 象 者

介護の業務に従事しようとする方で全課程に出
席できる方。
20名程度

♢募集定員

♢研修期間
♢受 講 料
♢申込方法

９月４日（水）〜12月５日（木）（うち28日間）
60,000円（別途テキスト代必要）
「介護職員初任者研修申込書」に必要事項を記入
の上、直接窓口へお申込みください。
（郵送可）
申込書は高岡市社会福祉協議会2階の窓口にあ
ります。またはホームページからもダウンロー
ドできます。
７月８日（月）〜７月26日（金）
（ただし土日、祝日を除く）
9：00～17：00

♢申込・問合先：地域福祉課
TEL 23−2917
＊子育てに関心のある方なら
どなたでも参加可能です。
＊講演のみ、実践のみの参加
も可能です。

＊託児あり
要事前予約

♢申込期間

（１ヶ月児～
小学６年生まで）

♢受付時間

♢申込・問合先

秘密厳守、
お気軽に御相談
ください。

これまでふれあい福祉センター１階の福祉情報カウン
ターにて行っておりましたが、７月４日よりふれあい福
祉センター２階の対面朗読室１（ボランティアセンター
隣）で行います。
たかおか

社協だより

こられ
こられ

実施日時 毎週木曜日
13：00 〜 16：00
福祉相談
相談内容 生活、福祉問題全般について
相 談 員 民生委員児童委員

生きがい倶楽部

7

＊対象者 市内に住む概ね70歳以上の方 ＊参加費 800円（入浴、昼食代含む）

2019
vol.55

実施日時 毎月第４金曜日
13：30 〜 15：30
消費生活 相談内容 商品やサービスなど消費生活
相談
一般について
相 談 員 消費生活相談員

＊定 員 概ね50名

＊持ち物 タオル

【申込み】こぶし荘 TEL 31−2888
【問合先】福岡支所 TEL 64−8114

※祝日、８月15日及び12月29日から翌年１月４日は休みです。
また、
上記以外にも、
相談員の都合により実施できないことがあります。

開催日

TEL.

８月

平成31年3月5日～
 令和元年6月3日

市社協では善意のご寄付をお待ちしています。お寄せ
いただいた浄財は、ボランティア活動の推進や、各種社
会福祉事業などに活用させていただきます。皆さまの温
かいご支援をお願いいたします。

９月

印刷／小間印刷株式会社

社会福祉法人 高岡市社会福祉協議会
〒933-0866 富山県高岡市清水町1丁目7番30号
Tel 0766（23）2917㈹ ／ Fax（26）2379
http://www.takaoka-shakyo.or.jp
info@takaoka-shakyo.or.jp

25−7835

７月

発行／
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福祉への善意
あなたから

TEL 23−2917

こぶし荘では毎週月曜日に生きがい倶楽部を開催していま
す。午前中は脳トレなどの「おらっちゃいきいき教室」に参加し
て、午後からは舞台鑑賞をします。高岡市内に住む概ね70歳以
上の方であれば、誰でも参加できますので、皆さまのご参加を心
よりお待ちしています。

実施日時 毎月第４金曜日
13：30 〜 16：00
行政相談 相談内容 行政への意見提案などについて
相 談 員 富山行政評価事務所行政相談委員

【問合先】
高岡市福祉
相談センター

在宅福祉課

＊申込者が少数の場合は実施しない場合があります。
＊講座修了後は初任者研修修了者として介護業務につくことが
できます。
＊講座期日及び内容については在宅福祉課までおたずねください。

７月より移転します

無料相談

介護職員初任者研修
（旧２級ヘルパー）講座

募 集

みんなで子育て研修会

おらっちゃいきいき教室

舞 台 鑑 賞

1日

脳トレ（池田先生）

幸謡会（民謡）

8日

脳トレ（池田先生）

ひまわり一座（新舞踊、寸劇）

22日

健康運動（三輪先生）

藤久会（民謡踊り）

29日

笑いヨガ（沼田先生）

フラダンス＆キーボード

5日

脳トレ（池田先生）

お楽しみ会

19日

健康運動（三輪先生）

高岡城峰会（民謡、踊り）

26日

健康運動（三輪先生）

高南会（民謡、日本舞踊）

2日

脳トレ（池田先生）

ザ・あんぽんたん（各種演芸）

9日

脳トレ（池田先生）

能元流

次回発行
10月1日

30日

笑いヨガ（沼田先生）

匿名
匿名
匿名

110g
90g
50g

♦未使用タオル
㈱北陸電機商會 様

30枚

ほほえみ（新舞踊）

上野ミュージック・ステーション
（懐メロ生演奏）

《寄付物品》
（各項目50音順）
♦ベルマーク
匿名

定塚保育園 様

240g

橋場

法子 様

120g

♦使用済み切手

立正佼成会 様

180g

国吉・西広谷地区青少年補導委員会 様
218g

匿名

2530g

匿名

630g

車谷

正子 様

310g

匿名

570g

沢田

義雄 様

4700g

匿名

210g

《寄附金》
湶

孝 様

8,454円

《ボランティア基金》
匿名

10,000円

匿名

4,860円

令和元年6月3日現在、
109,378,884円になりました。
ご協力ありがとうございました。

社会福祉事業の推進には皆様の社協会費を使わせていただいております。ご協力ありがとうございます。

