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ちひろちゃん（９か月）

地域のふくしあいちゃんコーナー
毎月、新聞折り込みチラシの社協だより
にて地域のふくしあいちゃんを
募集しています。
あいちゃん帽子をかぶっ て写真
を撮りませんか♪
年齢は問いません。
ご希望の方はお問い合わせ
ください。

りおちゃん（８か月）

※撮影時の年齢を（ ）内に
記載しています。
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輪島市社協
マスコットキャラクター

ふくしあいちゃん

みんなが自分らしく
暮らせるまちへ
●つながる人づくり

一人ひとりがお互いを思いやり、誰
もが支え合い安心して暮らせる町を
目指します。

●つながるしくみづくり

地域のニーズや住民の声に応えてい
きながら、地域住民・関係機関・行
政等がつながれる体制を整えます。

ご 挨 拶

社会福祉法人

輪島市社会福祉協議会

会長

上畠 忠雄

皆様方には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。又、日頃は社会福祉
協議会の事業に対し、深いご理解とご協力を賜り心から感謝申し上げます。
今年度は、生活支援体制整備事業、無料職業紹介所の開設という２つの新
規事業に取り組むこととなりました。社協が地域の皆様に信頼していただけ
る様、真摯に取り組み安心安全な町づくりを住民の皆様と共に進めていきた
いと思いますので、ご協力を賜ります様お願い申し上げます。
今年度も社会福祉の充実の為、役職員一丸となって、着実に歩みを進めてまいる所存ですので、
さらなるご指導ご鞭撻を賜ります様お願い申し上げます。
結びに皆様方のご健勝とご多幸を心から祈念申し上げます。

社協会費の納入にご協力お願いします
輪島市社会福祉協議会では、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指して、地
域福祉・在宅福祉の推進に取り組んでいます。
その財源は、補助金、委託金、共同募金助成金、寄附金、会費で賄われており、中でも会費
は、本会の事業推進に大変貴重なものであり、住民参加という大きな意味を持っています。
一人でも多くの皆様にご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

会費の種類と年会費について
個人で本法人の趣旨に
賛同された方を対象にした
賛助会費 １口 １，０００円

市内の世帯を対象にした

一般会費 一世帯２００円

平成 29 年度会費別納入額と使いみち
種

類

金

額

一般会費

１，８４２，１００円

賛助会費

１８３，７００円

特別会費

３９６，０００円

合

計

２，４２１，８００円

地域福祉事業に
心配ごと相談事業の実施（市民を対象にし
た弁護士による無料法律相談、相談員による
日常生活のあらゆる悩みごと相談）、高齢者
を対象とした配食サービス、サロンへの助
成、車イスの貸し出し等に

地区社協事業に
実績の 10％を地域に還元し、みなさまがお
住まいの地区社会福祉協議会の事業費に

社協運営費に
理事会・評議員会の開催、社協だよりの発
行、その他事務諸経費に
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団体・会社等を対象にした

特別会費 １口 ５，０００円

平成 29 年度特別会員のご紹介
定梶医院
㈲中谷石油
㈱ハイディワイナリー
ホクモウ㈱輪島工場
大和医院
㈲サンフラワーマリヤマ
㈲道下電子製作所
おやじ食堂
森自動車
石川県漁業協同組合門前支所
稲垣電機㈱
㈱ヤマガミ
宮下建設㈱
㈱北國銀行門前支店
奥能信用金庫門前支店
マルト歯科医院
㈱谷野商事（パーラーダイヤ）
㈱浦建設
はしもとや
㈲ヒサギ
マルタ屋
中野酒造㈱
㈲杉本自動車
下口呉服店
匿名の方

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

手仕事屋
沢田陶器店
門前薬局
山岸医院
沢田エンジニアリング㈱
㈲フゲシ環境サービス
㈲中野石油
ハウジングもりや㈱
おおぞら農業協同組合門前支店
ライフ・サービス たかはし
米倉自動車鈑金塗装
鳳南タクシー㈱
㈲清廣園緑化
松原歯科医院
㈱のむら
お食事処 安
㈱宝建設
畠中建設㈱
竹島自動車
六郎木建設㈱
スカイロード
いろは
東洋警備保障㈱
トランスポートサービス㈱

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

（順不同）

介護福祉
サービス
のご案内

介護に関するご相談や不安などありましたら、
いつでもご連絡ください ☎２２－９８３８
ヘルパーステーションほほえみ
ヘルパーは、在宅の要支援・要介護認定者や障
害者宅を訪問して、入浴・排泄・食事等の身体
介助や、調理・洗濯・掃除・買い物等の生活支
援をします。利用者やご家族の相談にのった
り、精神的ケアも行っています。

有償運送サービス

居宅介護支援事業所介護安心センター
要支援・要介護認定者が自宅で自立した日常生
活を送る事が出来るように、ケアマネジャーが
ケアプランを作成します。そのプランに基づい
て適切な介護サービスが提供されるように他
事業所と連絡調整を行います。

車いすの方や身体的な理由により交通機関
の利用が困難な方を、リフト車が自宅から医
療機関への送迎を安心・安全に行います。
市役所に申請が必要です。

・５㎞まで

８００円

・１０㎞まで

１，０００円

おたっしゃコール

・１５㎞まで

１，２００円

７５歳以上の１人暮らしの方、老夫婦、普段し
ゃべる事が少ない方のお宅にボランティアが
電話をかけて、お話の相手などをさせてもらっ
ています。随時、利用者とボランティアを募集
しています。

・２０㎞まで

１，４００円

・２５㎞まで

１，６００円

・３０㎞まで

１，８００円
記載料金は片道分です。

当社協のケアマネ及びヘルパーは業務上知り得たご利用者様及びご家族様の個人情報を正当な理由なく
第三者に漏らしません。また、社会福祉協議会個人情報保護規定に基づき適正に保護、管理します。

日 時：毎週水曜日(祝日除く)午後１時～３時
対 象：おおむね６５歳以上
内 容：４機種の筋力向上トレーニングマシンや健康器具
などを自由に利用できます。１回２００円。
準 備：内ばきシューズをご持参ください。（スリッパ不可）

日
対
内

時：毎週水曜日(祝日除く)午後３時～５時
象：おおむね６５歳以上
容：貯筋運動の DVD を見ながら運動します。
カフェコーナーにて団らん可能。１回２００円。

ふれあい
プラザ二勢
のご案内
お問い合わせ
ふれあいプラザ二勢

日

時：毎月第３週の月曜日～金曜日（祝日除く）
午前１０時～午後２時
内 容：体操・レクリエーション・おしゃべり交流会、食事
はみんなで温かいみそ汁を食べます。１回３００円。
準 備：主食（おにぎり等）をご持参ください。

（二勢町 44 番地）
駐車場が少ないので公共交通機関を
ご利用ください。

☎ ２３－００８０
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輪島市もんぜん児童館であそぼ！
子どもは遊びの中で創造力を育み、友達と遊んで成長していきます。そんな子供たちを応援する
場所がもんぜん児童館です。皆さん遊びに来てください♪
◎季節の行事、おやつ作り、ドッチビー大会
暑中見舞いボランティア等
◎外の原っぱで外遊び
◎ダンスクラブ活動
◎もんぜんスポーツクラブの指導による
スポーツ教室
◎屋外の広場で自由遊び
室内・屋外どちらも利用できます。

輪島市もんぜん児童館
輪島市門前町鬼屋４の２０番地
TEL ０７６８－４２－３１６６
FAX ０７６８－４２－３２６６
開館時間 火～金 ９：００～１８：００
土、日 ９：００～１７：００
休 館 日 月曜日、祝日、１２月２９日～１月３日

ジュニアボランティア活動

福祉講座（小学生向け）

子ども達が思いやりの心を持ち自分から考え

様々な違いをもつ人同士が、同じ地域社会で

て行動できることを目的としています。

「共に生きる力」を育て福祉力を高めます。

聴覚障害の方の
コミュニケーション
手話を学んでいます

【講座メニュー】
・車いす体験
・アイマスク体験
・高齢者疑似体験
・福祉講話
・視覚、聴覚障害のある方や支援団体の講話
・手話体験
・点字の歴史を学び、文字を携帯点字器で
打つ体験
・ユニバーサルデザインについての講話
小学校の授業や公民館行事にご活用ください。
申込：輪島市社会福祉協議会

介助犬タフィとの出会い。
介助犬について学びました。

ボランティアってなに？
「自分に何ができるか」を
考えました。

ジュニアボランティアに
参加したい小学生を
募集しています！！
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高齢者疑似体験

携帯点字器で打つ体験

放課後児童クラブ（学童保育）
小学校の児童で保護者の就労や病気などのために放課後帰宅しても留守家庭で適切な保育が受け
られない児童を家族に代わって保育するものです。市内に１２クラブあります。
※夏休みの利用希望の方は、各児童クラブまたは社協までお問い合わせください。

開所について
月曜日～金曜日（下校時～午後６時３０分）
第２、第４土曜日（午前８時～午後５時）
春・夏・冬休み・振替休業日
（学校休業日は午前８時～午後６時３０分）
※春、夏、冬休み中の土曜日は閉所
毎月１回「一互一笑」のおやつを食べています

児童クラブまつりで
おもいきり遊ぼう！
市内の小学生が遊びで交流
します。お店やさんや、けん玉
ダンスの発表もあります！

地域で活動
各児童クラブでは、地域をきれい
にする「ゴミゼロ」活動などボランティ
アを行っています。児童館のもんぜ
んダンスクラブは敬老会や施設訪
問し、地域に元気を届けています。
清掃活動

敬老会でのダンス披露

子どもたちを応援する取組み
わじりか（輪島の理科教室）

子どもの居場所づくり

小学生の学習支援教室

「わ・もっそ こどものレストラン」

春・夏・冬休みに宿題や苦手

◎輪島地区

を毎月開催しています。輪島地

な教科の学習をサポート。「勉

８月２日（木）、３日（金）

区だけでなく、門前、鵠巣でも

強が分かって嬉しい!また勉強

「ミクロの世界ペットボトルで

行っています。

したい」との声を貰っています。
今年度も予定しています。

顕微鏡づくり」
社会福祉協議会 10 時～12 時
◎門前地区

～ボランティア募集～

８月９日（木）

学習をサポートしてくれる

「ペットボトルで望遠鏡づくり」

ボランティアを募集しています。

もんぜん児童館 10 時～12 時

食材の寄附や現金の寄附を受

講師：島崎賢司氏

け付けております。

申込問い合わせは社協まで
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就任のご挨拶
会

長

細 川

正 雄

りますのでよろしくお願いいたします。
近年、地域住民が抱える課題は多様化、複
雑化しております。そのため、私達民生委員
児童委員は、自治会、福祉関係者、行政機関
等と連携し、誰もが安心して自分らしく暮ら

この度、皆様方のご推
挙により、会長職を担うことになりました。
大変微力ではございますが、皆様方のご支援
を頂きながら、職務を全うしたいと思ってお

せる地域づくりに積極的に取り組んでまいり
ます。
皆様方のご支援ご協力をよろしくお願いい
たします。

ての会長の経験でございますので、今後とも

就任のご挨拶

変わらないご指導ご鞭撻を賜りますようお願
い申し上げます。

会

長

棚 田

一 三

今後の目標といたしましては、会員の増強
に各地区皆様のご協力をいただきながら進め
てまいりたいと思っています。

皆様方には益々ご清栄のこととお慶び申し

会員増強その他の事業でも役職員一丸とな

上げます。又日頃は市老人クラブ連合会の事

って進めてまいりたいと思いますので変わら

業に対し、深いご理解とご協力を賜り心から

ないご協力を賜りますようよろしくお願い申

感謝いたします。

し上げます。

この度の輪島市老人クラブ連合会の常任理

結びに皆様方のご健勝とご多幸をお祈りい

事会の席で会長に推薦していただき、改めて

たしまして簡単ではございますがご挨拶とい

身の引き締まる思いを致しております。初め

たします。

ボランティア活動紹介「ウクレレの会」
昨年度ウクレレの会を立ち上げ、
月に１回練習会を開いています♪
披露に向け練習中です。皆さん！
月に一度の楽しいレッスンに参加
してみませんか(^^♪

6

・ウクレレ教室を毎回楽しみにしています。
・ウクレレとオカリナは戦後間もないころか
ら憧れの音色でした。
・早く、皆さんと一曲マスターすることが目
標です。
・指が動かないので、もっともっと練習した
いです。
・新たな挑戦です。やさしいウクレレの音色
に癒されています。

「暮らし」
「仕事」
「家計」のことなど、一人ひとりの悩みに応じて解決策を考え、寄り添い
ながら生活の立て直しに向け継続的な支援を行います。無料・秘密厳守で相談に応じますので、
不安や困りごとがあればひとりで悩まずにご相談ください。
☎０７６８－２３－０７８３
〇青春チャレンジ支援資金
経済的理由で、希望の進学・就職を断念せざるをえないと思っている高校３年生に対
し進学や就職に必要となる一時金を貸し付けることにより、高校卒業後の進路を支援
する貸付制度。

貸付制度のご案内

＜対象となる世帯＞
・他からの借入が困難な収入の少ない世帯

・大学、短大、専門学校へ就学するために必要な経費（授業料、入学支度費など）を
必要とする世帯
・高校卒業から進学先の修業年限までの期間のお子さんがいる世帯（進学の場合）
・高校卒業時に就職に必要な経費（運転免許取得、就業支度費など）を必要とする世帯

〇自動車購入資金
生活困窮者に自動車購入費を貸付けることにより、就業などの生活維持を支援する貸付制度。
＜対象となる世帯＞
・他からの借入が困難な収入の少ない世帯
・収入があり、車両を維持できる世帯
※各世帯ごとに所得制限がありますので、申し込みの際にご確認ください。
※住民票上の住所と現在のお住まいが異なる方は、貸付できません。
※他の制度が利用できるかご確認ください。他の制度が優先となります。

福祉サービス利用支援事業
認知症高齢者や知的障害・精神障害のある人など、判断能力が不十分な人の、福祉サ
ービス利用のお手伝いや日常的なお金の管理をお手伝いします。

福祉サービス利用の
お手伝い

日常的な金銭管理
のお手伝い

大切な書類の
お預かり

日常生活に必要な
手続きのお手伝い

福祉サービスに関
する情報提供、利
用の申込のお手伝
いなど

生活費の払い出
し、福祉サービスの
利用料や公共料金
などの支払いなど

通帳や印鑑、年金証
書や保険証書など
※有価証券や貴金
属などはお預かりで
きません

住民票の届出や印鑑
登録など役所での手
続きや、商品やサー
ビスの苦情を伝える
お手伝いなど

※認知症の高齢者については、診断の有無に関係なく対象になります。
知的障害、精神障害の人については、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を
お持ちでない人も対象になります。
※専門員が訪問し計画を立て、担当生活支援員が計画に沿って支援します。
※１回１時間１，３５０円の利用料がかかります。
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平成３０年１月１６日～平成３０年５月１５日まで
・農家レストラン能登日和 様 ７,５１４円

一般寄附金

・輪島市ゴルフ協会 会長 川口信勝 様
・匿名の方

・閨崎 吉郎 様（切手） ４,１００円
２２，０００円

１０５,０００円

・匿名の方

６０,０００円

・公益財団法人いしかわ結婚・子育て支援財団 様

物品寄附

収集
ボランティア

収 集
・小梅の会 様（フードドライブで集まったものを子ども食堂へ） ボランティア
受付品
・連合石川能登地域協議会 メーデー参加者の皆様
・プルタブ
（フードドライブで集まった食料２０㎏）
・テレホンカード
・髙熊 孝司 様（タオル１３６本）
・ベルマーク
・古切手
小谷 まゆみ 様
杉窪 厚子 様
匿名の方

ボ ラ ンティ ア募集
市内７５歳以上の一人暮らしの方へ送る暑中見舞いハガキを一緒に書きましょう♪
材料はこちらで準備します。ぬり絵なので、大人からこどもまで一緒に楽しみながら
つくれます!ぜひご参加ください♪

◆６月９日（土） １３時３０分～１５時３０分
輪島市もんぜん児童館（門前町鬼屋４の２０番地）

◆６月１６日（土） ９時３０分～１２時
輪島市ふれあい健康センター２階（河井町２部２８７番地１）
お問い合わせ

輪島市ボランティアセンター ☎２２－２２１９

輪島市
ボランティア
センター

・ボランティア活動をしたい方とボランティアを
必要としている方をつなげます。
・ボランティア活動へのアドバイスを行います。
・安全にボランティアを行っていただくため、
ボランティア保険の受付を行っています。

◆◆◆ 編集・発行 ◆◆◆ 社会福祉法人

輪島市社会福祉協議会

◆◆◆

本

所／〒928-0001 輪島市河井町 13 部 120 番地 1 ℡ 0768-22-2219 fax0768-22-9627
《くらしサポートセンターわじま》 ℡ 0768-23-0783 fax0768-22-9627
《介護支援室》 ℡ 0768-22-9838 fax0768-22-9627
門前支所／〒927-2153 輪島市門前町深田 21 の 17 番地 1（輪島市門前保健センター内）
℡ 0768-42-0772 fax0768-42-0901
ふれあいプラザ二勢／〒928-0031 輪島市二勢町 44 番地 ℡ 0768-23-0080 fax0768-23-0081
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

《ホームページ/フェイスブック》「輪島市社協」で検索
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《Ｅ-mail》washakyo@aqua.ocn.ne.jp

