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第55回 小矢部市社会福祉大会

福祉教育実践事例発表（蟹谷中学校）
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【講 演】東北ＡＩＤ

代表

川渕

映子 氏

10月29日（土）、クロスランドおやべセレ
ナホールにおいて、第55回小矢部市社会福
祉大会を開催しました。
表彰・議事、最優秀福祉作文の朗読や福祉
教育実践事例発表、
記念講演が行われました。
記念講演では、東北ＡＩＤ（エイド）代表
の川渕映子氏をお招きし、
「
『被災地支援につ
いて』〜現地を見て、被災地の人たちとより
そい支援すること〜」と題してご講演いただ
きました。
多くの皆さまにご来場いただき、ありがと
うございました。

この広報誌は、共同募金でつくられています。

第55回

小矢部市社会福祉大会

受賞者
（敬称略・順不同）

★社会福祉協議会長

表彰

◇個人の部
御器谷 勉 （新富町）
野村 昭子 （畠中町）
薮下 雅子 （小矢部町）
朝日 信夫 （埴 生）
橋 順子 （金屋本江）
中村 秀子 （津 沢）

森谷 義一
藤田日出子
川口 夫
田中 外夫
屋敷 信子
最上みさを

◇団体の部
福上聞法会

松永長寿会

◇民生委員・児童委員の部
掛作 芳昭 （中央町）
多田 一夫 （渋 江）

茶畑
中西

★市長

三昭
寛治

（水 島）
（浅 地）
（水 牧）
（北 一）
（本 町）
（八和町）

栖原 洋一 （蓑 輪）
羽広真由美 （八和町）
鹿島千津子 （道 明）
下田 正子 （和 沢）
久保 明子 （野 端）
加賀谷三千代（蓮 沼）

（下後亟）
（今石動町）

松本須摩子

（西中野）

感謝

◇民生委員・児童委員の部
松本 陽子 （芹 川）

★社会福祉協議会長

感謝

◇民生委員・児童委員の部
西野 亮子 （本 町）
大島 富雄 （後 谷）
瀬川 吉雄 （西 町）
宮 謙二 （小矢部町）
橋美榮子 （ 岡 ）

★善意銀行頭取

松本 正子 （七 社）
中田
榮 （清 水）
吉村 淳史 （西福町）
加藤 里美 （五郎丸）
西尾早知子 （安養寺）

社会福祉協議会長 表彰
表彰状の贈呈

感謝

◇団体の部
小矢部市長寿会連合会

★福祉作文入選者（市内小・中・高校よりの応募）
◇小学生の部
最優秀 河
優秀 田悟
優秀 本田
優秀 小寺

忍（大谷小）
柚稀（石動小）
柊斗（東部小）
佑京（蟹谷小）

◇中学生の部
最優秀 道海 美咲（石動中）
優秀 村上 陽香（蟹谷中）
優秀 雄川こころ（津沢中）

◇高校生の部
最優秀 清村
優秀 片山

綾乃（となみ野高校）
瑶（石動高校）

おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。
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平成28年度

富山県社会福祉大会 受賞者
（敬称略・順不同）

10月27日（木）
、富山県民会館ホールにおいて、「共同募金運動創設70年記念 第65回富山県
社会福祉大会」が開催されました。
大会において、
小矢部市関係では次の方々が受賞されました。
★富山県知事感謝状
◇永年勤続民生委員児童委員（15年以上）の部

加藤

邦子

新明

壽夫

★富山県社会福祉協議会会長表彰
◇社会福祉事業関係功労者の部（老人福祉施設）
遠田 真智子（特別養護老人ホームほっとはうす千羽）
山本 美穂子（特別養護老人ホームほっとはうす千羽）
★富山県社会福祉協議会会長感謝状
◇名士作家作品展事業寄贈者の部
★富山県共同募金会会長表彰
◇共同募金活動優良地区・団体

宇佐見

外行

正得地区共同募金委員会

水島地区共同募金委員会

★共同募金運動70年記念富山県共同募金会会長特別感謝状
◇団体の部
【小 学 校】 小矢部市立石動小学校
小矢部市立大谷小学校
小矢部市立蟹谷小学校
小矢部市立津沢小学校
小矢部市立東部小学校
【中 学 校】 小矢部市立石動中学校
小矢部市立大谷中学校
小矢部市立蟹谷中学校
小矢部市立津沢中学校
【高等学校】 富山県立石動高等学校
富山県立となみ野高等学校

第28回

富山県民ボランティア・ＮＰＯ大会 受賞者
（敬称略・順不同）

10月14日（金）、サンシップとやまにおいて、第28回富
山県民ボランティア・ＮＰＯ大会が開催されました。大会
において、小矢部市関係では次の方々が受賞されました。
★富山県知事表彰（ボランティア部門功労）
◇個人の部
中林 佑孝
★ボランティア活動推進富山県民会議会長表彰
◇個人の部
喜多 加奈子

（左から中林さん、喜多さん）

受賞されました皆様、おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。

「赤い羽根

10月１日から

共同募金運動」が始まりました。
2016年版

メルギューくんバッジ

皆さまから寄せられた募金の約70％は、市内の福祉
施設・関係団体や地区社会福祉協議会の活動など『小矢
部市を良くするため』に使われています。
残りの約30％は、市町村を越えた広域での活動や、
災害時の備えなどに使われています。
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今年も皆さまの温かいご支援、
ご協力をお願いいたします。

お

気フェ
元
べ
や

スティバル2 0

16

10月８日（土）、クロスランドおやべにおいて「おやべ元気フェスティバル２０１６」が開催
されました。
「ボランティア部門」では、手話・点字・音訳などの体験コーナーや市内福祉施設で作られた
商品の販売、福祉用具の展示、福祉・ボランティア相談コーナーなどを設けました。ご来場いた
だいた多くの方々に、ボランティアや福祉についての理解を深めていただくことができました。
また、毎年恒例のもちつき大会も好評で、つきたてのおもちを食べようと長い列ができました。

大会
もちつき

点字体験

訪

ご協力いただきました市内各施設、団体、ボランティアの皆さま
ありがとうございました

ね

ま し た !!
み
て

剪定ボランティア
「グリーンハット」
現在３名で主にあらかわサロ
ンの樹木の剪定作業（樹木の枝
切り、切った枝の片付け等）を
「地域のために！」と継続して
行っておられます。

松の木の剪定作業の様子

一緒に剪定作業を行ってくださる仲間を
募集しています。
＊活動に興味のある方なら、どなたでも参加できます。
＊剪定作業がはじめての方でもＯＫ！

【問合せ】 代表

中村

博

ＴＥＬ ０９０−４３２３−７５４６

手話奉仕員養成講座（入門課程）閉講式
10月13日（木）、北陸中央病院講堂で手話奉仕員養成
講座（入門課程）の閉講式が行われました。修了者は、
修了証と手話奉仕員証を受け取り、５月から21回にわ
たって学んできた知識・技術を生かし、
「３分間スピー
チ」を行いました。
今後も手話を通じて、多くの方と交流されることを期
待します。

手話で３分間スピーチ
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小矢部市ファミリー・サポート・センター

研

修

会

を開催します。

日

時：平成28年12月14日（水）
13：30〜15：30

場

所：小矢部市総合保健福祉センター
３階 視聴覚室

対

象：地区社会福祉協議会、
ファミリー・サポート・センター会員、
子育て中の方、興味のある方

第42回
小矢部市いきいきスポーツ大会
９月29日（木）、クロスランドおやべメイ
ンホールにおいて小矢部市いきいきスポーツ
大会を開催しました。健康保持と生きがいを
高めることを目的に、６つの競技が行われま
した。出場者の皆さんは、仲間の声援を受け
ながら、様々な競技を楽しみました。

内

容：
講義 「子どもの身体の発育と病気」に
ついて
講師 公立学校共済組合 北陸中央病院
小児科医長
野上 勝司 氏

【空き缶積みレース】

講義 「子どもの心の発達とその問題」に
ついて
講師 公立学校共済組合 北陸中央病院
健康管理センター
臨床心理士 富田 さなえ 氏
【申込み・問合せ】
小矢部市社会福祉協議会
小矢部市鷲島15番地
ＴＥＬ ６７−８６１１

【夢はこびレース】

生活するのに困りごとはありませんか？

こんな時は、ご相談ください。
コミュニ
ケーション
が苦手

長い間働いて
いないので、
自信がない

家賃や
公共料金が
払えない

生活の悩みや経済的な困りごとについて、社会福祉士などの
相談員が一緒に現在の状況を整理し、相談者の思いを尊重しな
がら解決までのお手伝いをしていきます。
【問合せ】
まずは、ご相談ください。
※
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小矢部市内に居住する方で、生活保護を受けてい
ない方が対象となります。秘密は厳守致します。

相談無

料

職に就かず、
外出もしない
家族が心配

小矢部市社会福祉協議会
ＴＥＬ ６７−８６００（専用）
受付時間 ９：００〜１６：３０

地区社協紹介だより

北部地区社会福祉協議会を紹介します
健康で安心して暮らせるよう、みんなで助け合う、支え合いのある地域
づくりをすすめることが必要とされていることの思いを共有しています。
主な活動内容
ふれあいいきいきサロン（年６回）
ケアネット活動（見守り）
● 歳末助け合い（赤い羽根共同募金に協力）
● 異世代交流ふれあい事業
● 福祉の集いの開催
●「ほくぶふくしだより」の発行（年２回
６月、12月）
●
●

ふれあいいきいきサロン

笑いのヨガで健康づくり

石動幼稚園児とのふれあい

異世代交流ふれあい事業

三世代のみなさんで、おはぎを作りました

七夕まつり

北部福祉の集い

社会的な孤立など地域の現状を把握し、自ら考え
行動する大切さをアドバイスされました。

チェロとキーボードによるミニコンサートも
ありました。
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福祉作文を紹介します

小・中・高校生の最優秀作品を３回シリーズで掲載していきます。

小学生の部

★ 最 優 秀 ★
おばあちゃんの優しい手
大谷小学校六年 河 忍
下校バスを降り、一人で歩道を歩いていると
きだった。前から、腰をかがめてゆっくり押し
車を押して歩いてくるおばあちゃんがいた。目
が合ったら、おばあちゃんが
﹁新しくできたコンビニはどこかね。﹂
と話しかけてきた。私は背中の方向に見えるコ
ンビニを指して
﹁この横断歩道をわたってすぐそこです。﹂
と答えた。すると、
﹁そこまで一緒に来てくれんかね。﹂
と言われた。あまりに近いきょりなのにどうし
てだろう、知らない人だし、ちょっとこわいな
と思った。けれど、おばあちゃんの顔を見ると、
しわだらけで、腰もひどく曲がっていた。放っ
ておけない気持ちになって、
﹁いいですよ。﹂
と言って、コンビニの入り口まで一緒に歩いて
送った。おばあちゃんはうれしそうに
﹁どうもありがとう。﹂
と、私の手を優しく包んでくれた。私はすごく
温かい気持ちになった。一しゅんでも、おばあ
ちゃんのことを疑ったことがはずかしくなっ
た。私は
﹁これで帰ります。﹂
とあいさつをして、家に帰った。

夕食の時、得意顔で、母に今日あった出来事
を話した。母はちょっと心配そうに
﹁そのおばあちゃん、
無事に家に帰れたんかね。
目の前のコンビニさえ、一人で行けなかったん
やろ。
﹂
と言った。その通りだ。あの後、おばあちゃん
はちゃんと買い物できただろうか。一人で家に
帰ることができただろうか。急に心配になって
きた。外はもううす暗かった。
﹁ちょっと見てくる。
﹂
私は自転車に乗って、おばあちゃんが歩いてき
た方角に向かった。後ろから母も自転車で追い
かけてきた。どんどん辺りが暗くなってきた。
私は、おばあちゃんのことが心配で、泣きそう
になった。大分走ったところで、遠くに黒いも
のが見えた。
﹁おばあちゃんかもしれん。
﹂
少し近くまで行ってみた。ガラガラという押し
車の音がした。あのおばあちゃんだった。私は
心の中で
﹁あれからずっと、おばあちゃんは歩いていた
の？助けてあげられなくてごめんなさい。
﹂
と思った。私と母は自転車を止めて、
しばらく、
おばあちゃんの後ろ姿を見ていた。おばあちゃ
んは明かりのついている家の前に来ると、くる
りと横を向いて中に入って行った。
﹁おばあちゃんの家だね。ああ、
よかった。ほっ
としたね。
﹂
私と母は安心して家に帰った。
私は今でもおばあちゃんの優しい笑顔と温か
い手を覚えている。今度会った時は、私の方か
ら手をつないで、優しくしてあげたい。

善 意 の 窓

︵順不同・敬称略︶

︵平成二十八年八月十八日〜
平成二十八年十月十七日受付分︶

七、三三五円

◇一般の福祉事業へ

博一

︽金員預託︾

・加茂

・街かどサロンふれあい

四、六七二円

八、〇〇〇円

・小矢部市老人生きがいセンター

博一

陶芸部

︽物品預託︾

・加茂

敏夫

・駅前豊寿会

・石畠

◇指定預託

︽物品預託︾

・長谷川 睦子
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小矢部市善意作品頒布会
小矢部市善意作品頒布会
と

を開催します

き

ところ

11月18日（金）〜11月21日（月）
午前10時〜午後４時
市総合保健福祉センター ３階
（クロスランドおやべ向い）

大会議室

◆ 出展作品
色紙（書・画）、版画、
彫刻、陶芸
※写真は昨年のものです。
◆ 購入方法
入札にて

〜収益金は、地域福祉の向上に活用させていただきます〜

善意作品頒布会では、小矢部市内外の著名な芸術家約100名の皆さまに出品のご協力を
お願いいたしております。皆さまお誘いあわせの上、ぜひご来場ください。

つぶやき
街やお店のイルミネーションもにぎやかに
なり、だんだんとこたつが恋しくなってきま
した。これから、
慌ただしくなる季節を前に、
風邪など引かれませんよう、温かい飲みもの
を手に、ゆったりとした時間をお過ごしくだ
さい。

年末・年始休業のご案内
小矢部老人福祉センター

おやべ温泉

寿 永 荘

タワーの湯

TEL 67−4550

TEL 67−8610

12月29日（木）
〜１月３日（火）

12月28日（水）
〜１月４日（水）
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