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みんなが自分らしく暮らせるまちみんなが自分らしく暮らせるまち

５月号 いろはちゃん（9か月） ５月号 ひばちゃん（3か月） 6月号 れんくん（11か月）

7月号 あつきくん（1歳3か月） 8月号 まなみちゃん（2か月） 9月号 かずきくん（4か月）

３月号 ののかちゃん（1歳7か月） ３月号 みらのちゃん（1歳11か月） ４月号 ゆずかちゃん（10か月）
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毎月、新聞折り込みチラシの社協だよりでご紹介させていただいたふくしあいちゃん達です。　※撮影時の年齢を（　）内に記載しております。
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　社協会費にご協力をお願いします　社協会費にご協力をお願いします

平成25年度社協会費にご協力いただき
誠にありがとうございました。
平成25年度社協会費にご協力いただき
誠にありがとうございました。

　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、受託金、共同募金配分金、そして寄付金と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るとともに、住民参加という大きな意味を持っ
ています。
　今年も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。

みなさまには一般会員会費（一世帯２００円）をお願いします。

会費の種類と
金額について
会費の種類と
金額について

会費実績と使いみち

市内の世帯を対象とした

年額200円
一般会員

市内の個人の方を対象とした

年額1,000円
賛助会員

市内の団体・会社等を対象とした

年額5,000円
特別会員

平成25年度社協会費実績平成25年度社協会費実績
種　類

一 般 会 員
賛 助 会 員
特 別 会 員
合　計

金　額
1,944,900円
394,000円
185,700円
2,524,600円

社協運営費　に
◉事務局の運営費に
◉理事会（年５回）・評議員会（年３回）の開催
◉事務諸経費（事務に必要な消耗品や印刷費）

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

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、カウンセラー・
相談員による日常生活のあらゆる悩み事相
談）、高齢者を対象とした配食サービス・ボ
ランティア情報誌の発行に

　日頃は何かと社会福祉の充実の為、多大なご尽力を賜り心から感謝申し上げ
ます。
　さて、私たちを取り巻く福祉の問題として、長期に亘る経済の低迷による、生
活の変化を背景とした「貧困」という問題が改めて出てきました。平成２７年４月
より、生活困窮者自立支援法が施行されるにあたり、相談体制の整備と相談
員の資質向上が急務であります。私達はこれらの問題も正面から取り組んでい
かなければならないと思っていますので、皆様方におかれましては、今後ともさ
らなるご理解とご協力を賜ります様お願い申し上げます。
　結びに皆様方の一層のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

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
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平成２５年度　決算報告平成２５年度　決算報告 収入総額　２０６，２８５，０９０円
支出総額　２０１，３１７，６６７円

◇収入 ◇支出

◇収入 ◇支出

平成２６年度　予算概要平成２６年度　予算概要 収入総額　２２２，３９８，０００円
支出総額　２２２，３９８，０００円

平成25年度 　実施した事業
●法人運営事業　●災害ボランティアセンター事業　●ボランティアセンター事業　●福祉サービス利用支援事業　●輪島市児童センター　
●輪島市もんぜん児童館　●児童クラブ(市内10か所)　 ●生活福祉資金貸付事業　●北山貸付事業　●母子・障害者貸付事業　●ジュニア
ボランティア事業　●障害者福祉サービス事業　●ふれあいプラザ二勢事業(介護予防事業・施設運営管理・生活援助員派遣事業・筋力向
上トレーニング事業)　●有償運送事業　●地域包括支援センター職員派遣　●離職者等高度人材養成推進事業　●生活・介護支援サポータ
養成事業　●電話訪問事業　●保育園児健康管理サポートモデル事業　●訪問介護事業　●居宅介護支援事業　●共同募金助成事業

平成26年度 　実施する事業
●法人運営事業　●災害ボランティアセンター事業　●ボランティアセンター事業　●福祉サービス利用支援事業　●輪島市児童センター
　●輪島市もんぜん児童館　●児童クラブ(市内10か所)　●生活福祉資金貸付事業　●ひとり親家庭・障がい者貸付金事業　●ジュニア
ボランティア事業　●障害者福祉サービス事業　●ふれあいプラザ二勢事業(介護予防事業・施設運営管理・生活援助員派遣事業・筋力向
上トレーニング事業)　●有償運送事業　●地域包括支援センター職員派遣　●介護職員初任者研修事業　●生活・介護支援サポータ養成
事業　●電話訪問事業　●訪問介護事業　●居宅介護支援事業　●共同募金助成事業

会費収入 2,524,600円 1.2%

寄附金収入 714,111円
0.3%

補助金収入
71,020,068円
34.4%

補助金
74,976,000円
33.7%

受託金
44,199,000円
19.9%

事業収入
23,645,000円
10.6%

負担金収入
13,856,000円

6.2%

人件費支出
151,913,784円

75.5%

人件費支出
165,236,000円

74.3%

受託金収入
39,439,255円
19.1%

事業費支出
33,069,962円
16.4%

事業費支出
40,325,000円
18.1%

介護保険収入
43,107,548円
20.9%

介護保険収入
48,912,000円
22.0%

事業収入
21,474,875円
10.4%

助成金収入
3,678,853円

1.8%

会費 2,539,000円
1.1%

前期末支払資金残高
1,932,000円 0.9%

寄附金
700,000円 0.3%

貸付事業等収入 314,000円 0.2%

貸付事業等収入 449,000円 0.2%

事務費支出 7,580,119円 3.8%

事務費支出 6,685,000円 3.0%

負担金収入
13,505,329円
6.5%

自立支援費等収入
5,700,805円 2.8%

自立支援費等収入
5,412,000円
2.4%

助成金支出 1,808,132円 0.9%

助成金支出 1,272,000円 0.6%

受取利息 17,435円 0.0%

受取利息 39,000円 0.0%

負担金支出 159,840円 0.1%
固定資産取得 支出624,750 円0.3% 退職共済預け金支出

5,836,080円 2.9%

負担金支出 180,000円 0.1%
退職共済預け金支出
6,900,000円 3.1%

雑収入 1,141,510円 0.6%

雑収入 500,000円 0.2%

共同募金配分金収入 1,100,901円 0.5%

共同募金
配分金収入
1,514,000円
0.7%

貸付事業等支出
325,000円 0.2%

貸付事業等支
出1,000,000円
0.4%

助成金
3,725,000円

1.7%

退職共済返還金収入 2,545,800円 1.2%

固定資産取得支出
800,000円 0.4%
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赤い羽根共同募金運動にご協力をお願いいたします赤い羽根共同募金運動にご協力をお願いいたします
「じぶんの町を良くするしくみ」として、今年も赤い羽根共同募金運動が、１０月１日から１２
月３１日まで、全国一斉に展開します。１２月１日からは、歳末たすけあい運動も実施されま
す。この募金によって、地域における福祉サービスの向上のための事業やボランテイア活動
等が実施されます。有効かつ効果的な配分を計画するうえで、運動を展開してまいります。皆
様方のあたたかいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

　石川県共同募金会輪島市共同募金
委員会第１回運営委員会において、任
期満了にともなう役員改選がおこな
われ、会長に梶文秋氏（輪島市長）が
再任されました。
　役員は次の通りです。

◉県内の民間社会福祉施設・団体の事業に ５４６,０００円

◉地域福祉推進事業費に ３，９９１，０００円
・各地区敬老会　・各地区社会福祉協議会による会食会や世代間交流に
・地域の子ども会や福祉を目的とした事業を行う団体に
・ボランティアグループによる配食サービス、・福祉推進チームによる給食サービス　　など

◉市内の福祉団体・グループの事業に ６７５，０００円
・輪島市母子寡婦福祉協会、ワークショップふたば、あすなろ作業所、大野町子ども育成会など

◉市内ボランティア協力校の福祉教育に ３６５，０００円

◉社会福祉協議会が行う事業へ １，１００，９０１円

◉歳末たすけあいの事業に １，４３９，２４５円
・市内の支援を必要とする世帯に

◉赤い羽根や募金箱などの資材費・運動推進費に ５６４，０００円

一世帯あたり ７００円 を目安にご協力くださいますようよろしくお願いします。

昨年度に集められた募金は次のように使わせていただきました昨年度に集められた募金は次のように使わせていただきました

石川県共同募金会
輪島市共同募金委員会・役員紹介

石川県共同募金会
輪島市共同募金委員会・役員紹介

平成２6年度 目標額 8,550,000円
《赤 い 羽 根 募 金》　7,050,000円
《歳末たすけあい募金》　1,500,000円

 役　職  氏　名
会　　長 梶　　文秋
副 会 長  上畠　忠雄
運営委員 北浜　陽子
運営委員 元井　孝司
運営委員 川端　　學
運営委員 谷内　　峻
運営委員 横地紀代栄
運営委員 小伊藤佳子
運営委員 湊　　良作
運営委員 里谷　光弘
監　　事 坂本　春雄
監　　事 細川　正雄
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皆様からお寄せいただいた募金は、いったん石川県共同募金会に集められた後、輪島市共同募
金委員会に８割以上が戻り、本会より市内で活動している様々な団体や事業に助成されます。

市内を活動範囲とし、市内の福祉または、福祉に関連する分野において活動している
団体の活動を支援するため、助成申請の募集を行います。詳細は下記のとおりです。

助成対象の
要  件

輪島市内を活動範囲とし、福祉または福祉に関連する分野において活
動している民間施設及び団体、ボランティアグループとします。

助成対象の
事  業

児童、障がい者、高齢者等への福祉サービス・支援活動事業等で、原則
として他からの助成を受けられない福祉を目的とした事業で、団体の
経常的な運営費、人件費、旅費、食糧費などは対象経費から除きます。
（事業費のみ）
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに実施し、完了する事業
を対象とします。

申 請 期 間
平成26年10月1日㈬から10月31日㈮まで
※期日までに助成申請がない場合は、助成が受けられませんのでお早
めにご応募下さい。

申 請 方 法
助成を受けようとする団体は、所定の様式による助成申請書に必要な
事項を記入し、本会に提出して下さい。※申請書は輪島市社会福祉協
議会にあります。

助成の決定
市民の皆様からいただく貴重な募金ですので、申請書類を提出してい
ただき、本会で審査委員会を開催し、厳正なる審査を行った後、助成い
たします。

お問い合わせ

社会福祉法人石川県共同募金会輪島市共同募金委員会
【事務局】社会福祉法人輪島市社会福祉協議会
本　　所：輪島市河井町2部287番地１（輪島市ふれあい健康センター内）
 TEL 22-2219 FAX 22-9627
門前支所：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）
 TEL 42-0772 FAX 42-0901

共同募金の流れ

街頭
家庭
事業所
など

輪島市共同
募金委員会

輪島市共同
募金委員会

石川県
共同募金会

平成２７年度

赤い羽根共同募金助成事業
一般募集のご案内

平成２７年度

赤い羽根共同募金助成事業
一般募集のご案内

福祉施設・団体・高齢者・
体の不自由な方・子育て
の支援・ボランティア活
動・社会福祉協議会
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～輪のように　ずっとつながる　まちづくり～～輪のように　ずっとつながる　まちづくり～
みんなが自分らしく 暮らせる まちみんなが自分らしく 暮らせる まち

２　つながる しくみ づくり
☆ 地域のつながりを強めるしくみとネットワークづくり ☆

３　つながる 場 づくり　～ご近所がつながり、人がつながる～
☆ ふれあいの居場所づくり ☆

◉ボランティア講座の開催
①暑中見舞いでボランティア「筆遊び」……5月　②「住民目線で広報活動」の研修……9月～3月
③介護支援ボランティア講座の開催……12月

目指すのは…

地域福祉活動の活性化と組織化

☆ 暮らしをサポートするしくみづくり ☆

◉安心して暮らせる情報を提供する　社会資源マップの作成　〈関係機関との連携を深めていく〉
◉社会福祉協議会のパンフレットを作成する　〈年度内完成予定〉

安心して暮らせる情報を提供する

◉おたっしゃコール事業（傾聴ボランティア） 　〈一人暮らしの孤立防止〉
◉介護職員初任者研修事業（6月から9月）　〈失業者の就労支援、介護職員不足の解消〉
◉生活・介護支援サポーター養成事業（10月、11月）　〈地域の高齢者支援ボランティア〉

支援体制の充実

ボランティアセンターの充実

◉福祉大会で大屋児童クラブ作成「地域防災マップ」を活動報
告（7月）
◉災害時職員参集マニュアル(携帯用)の作成
◉災害ボランティアセンター運営連絡会(H25～継続)の開催
◉避難所運営ゲーム(HUG)の実践
◉月発行社協だよりに防災コラムを毎月掲載（4月から1年間）

　 安心安全なまちづくり

◉社協職員地区担当の見直し　職員32名から63名に増員
◉職員全員研修の実施（6月、７月）
〈研修内容〉
・福祉活動計画について　・避難所運営ゲームについて
・地域マップの作成　等
〈今後の活動〉
◉各地区敬老会取材、各地区公民館主事HUG研修会、支え合い
マップ作成
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地域福祉活動計画実施3年目

１　つながる 人 づくり
☆ 地域を支える人を見つける ☆

◉平成26年11月から2月　各地域で支え合いマップを作成します。地域でのご協力をお願いいたします。
支え合いマップインストラクタ―養成講座の開催

☆ 未来を支える人を育てる ☆

◉輪島高校「暑中見舞いボランティア」……5月
◉輪島中学2年生「避難所運営ゲーム」HUG……6月
◉輪島中学3年生「ふれあいプラザ体験」……7月
◉市内保育所　あいちゃんの福祉出前教室

　 福祉教育・出前講座の実践

　 ふるさとを愛する心を育てる

◉お抹茶サロン、6月新規開設
　先生３名、ボランティアで参加いただいています。
　10月は15日を予定しております。
　参加を希望される方は、事前にお電話ください。

　 まちの先生を見つける

輪島市地域福祉活動計画輪島市地域福祉活動計画

◉地域福祉活動計画(平成24年度～平成28年度)は評価委員のご意見を聞きながら事業を進めています。
平成26年度第１回評価委員会　坂本会長宅前にて平成26年度第１回評価委員会　坂本会長宅前にて

◉野遊びin西保～野遊びのプロ 中山さんと遊ぼう～…7月 ◉輪島食べ物探検「輪島ご膳 夏編」……８月

進捗情報
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輪島市児童センター・輪島市もんぜん児童館輪島市児童センター・輪島市もんぜん児童館

ジュニアボランティア活動ジュニアボランティア活動

輪島市児童センター（輪島市子育て支援センター） 輪島市もんぜん児童館

開館時間 火～金　８：３０～１７：００
 土・日　８：３０～１６：００
休 館 日 月曜日、祝日、１２月２９日～１月３日

輪島市河井町２部２８７番地１
輪島市ふれあい健康センター２階
TEL/FAX　０７６８－２２－８０３１

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

輪島市門前町鬼屋４の２０番地
TEL　０７６８－４２－３１６６
FAX　０７６８－４２－３２６６

皆さん遊びにきてくださいね。皆さん遊びにきてくださいね。

地域に目を向けよう

こんなことにもチャレンジしています！

乳幼児のお子様には必ず
保護者の方がついて下さい。

センターは…
０歳～１８歳の児童や
その保護者の人達が
だれでも、自由に使え
る遊び場です。

遊びがいっぱい！
大型遊具、クライミング
ウォール、ボール、卓球、バ
トミントン、ドッチビー、将
棋、オセロ、パソコン、カ
プラ、ドミノ、パズル、トラ
ンプ、ウノ、おもちゃなど

　お友達同士はもち
ろん、おじいちゃんや
おばあちゃんとお孫
さんとの遊び場として
も活用されています。

　毎月いろんな
行事があります！　

クラブ活動、季節の行事、
スポーツ、食育、手作り工
作、科学遊び、地域との交
流活動、ジュニアボラン
ティア活動等

！「こども目線で復興支
援」で被災地訪問した
時、仙台で出会ったボ
ランティアチーム「東中田っ子」と輪島で再会。一緒に防災
講座や交流会を開催しました。

仙台市・東中田っ子
との交流会
わじまキッズランド！毎月1回児童センター

に集い、話し合い、色
んなことにチャレン
ジ。今年は金沢や輪島の「おしごとたいけん」の企画やボラ
ンティアスタッフとして活躍しています。

子どもの町を　
　　　つくろう！
わじまキッズランド

！毎月1回、手話サーク
ル水芭蕉のみなさん
から手話を学び、ボラ
ンティアフェスティバルや施設訪問、文化交流会（七尾市）
で手話劇や手話コーラスを発表しました。

手話であ・そ・ぼ
輪島市児童センター！毎月2回、正村明江先

生の指導でハンドベ
ルの練習をし、施設訪
問、クリスマスイベント、文化交流会で地域との交流活動を
しています。澄んだベルの音に、心が癒されます。

ハンドベルクラブ
輪島市児童センター

！
地域の保育園児やお
年寄りも招待して、射的やヨーヨー釣りなど賑やかに開催し
ました。

ミニ夏祭り！
もんぜん児童館！

毎月1回、田辺明美先
生の指導でダンス
レッスン、町内のイベントや施設訪問をし、地域との交流を
しています。

ダンスで　　　
　　ボランティア
もんぜん児童館
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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庭に代
わって保育します。

■対象者　保護者が労働などにより昼間家庭にいない留守家庭の小学校１～６年生の児童
■利用料　月額５,０００円（保育料・おやつ代・教材費など）
■保険料　月額１５０円 （※利用料・保険料は平成26年9月現在）
■開所時間
　☆月曜日～金曜日（下校時～１８:００）
　☆第２・４土曜日（８:３０～１６:３０）
　☆春・夏・冬休み・振替休校は
　　月曜日～金曜日（８:３０～１８:００）
■休所日
　☆日曜日、祝祭日、第１・３・５土曜日
　☆春・夏・冬休み中の土曜日
　☆お盆・年末年始
　☆風水害などの緊急災害発生の場合

●●● 児童クラブは ●●●

平成２７年度　放課後児童クラブ入所申し込み受付開始
◎申込受付期間　　平成２６年１１月１７日（月）～平成２６年１２月１８日（木）
◎入所申込・問い合わせ　  輪島市社会福祉協議会　☎２２－２２１９

放課後児童クラブ（学童保育）放課後児童クラブ（学童保育）

■対象児童
　保護者が労働などにより昼間家庭にいない留守家庭の小学校の児童
■対象児童クラブ
　鳳至児童クラブ・鳳至第２児童クラブ・河井児童クラブ・大屋児童クラブ・鵠巣児童クラブ
　河原田児童クラブ・三井児童クラブ・もんぜん児童クラブ・南志見児童クラブ
■申し込み用紙は１１月１７日（月）から配布します。ふれあい健康センター１階の輪島市社会福祉協議会の
窓口と各児童クラブにあります。

帰所・宿題
自由遊びや取り組み おやつ

片付け
そうじ 帰宅

18:0016:00下校時

■通常保育

登所・学習 自由遊び 昼食 おやつ 帰宅

18:0016:00

片付け
そうじ遊びや取り組み

8:30 10:00 12:00

■1日保育

入所式入所式 ただいまーただいまー 宿題をしよう！宿題をしよう！ みんなで楽しくあ
そぼう‼

みんなで楽しくあ
そぼう‼

おまわりさん訪問おまわりさん訪問 おやつタイムおやつタイム おかしつりおかしつり クリスマス会クリスマス会 「おには外」「ふく
は内」

「おには外」「ふく
は内」

ただいま～！

児童クラブの生
活
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介護福祉課では《仕事の向こうには市民がいる》を念頭に
利用者の幸福につながる支援が提供できるように努めます。

身体介護身体介護

筋力向上トレーニング教室筋力向上トレーニング教室

生活支援生活支援

調理、掃除、洗濯、日用品
などの買物

食事介助、
入浴介助、
外出介助
（通院など）

介護予防教室介護予防教室
ふれあいプラザ二勢ふれあいプラザ二勢

ほほえみほほえみ
ヘルパーステーションヘルパーステーション

有償運送サービス有償運送サービス
歩行困難者の通院歩行困難者の通院

高齢者の方に電話をかけて、お話を聴かせていただきます。

通常生活ではつけられない筋肉をつける事に
より転倒防止、寝たきりにならないような体を
作ります。

◉利用者や家族の相談に応じアドバイスします。
◉利用者の希望にそったケアプランを作成します。
◉サービス事業者との連絡や調整をします。
◉施設入所を希望する人に適切な施設を紹介します。　  など

介護に関する相談や不安な事がありましたら
いつでもご連絡ください。　☎22-9838

・週に２回だけだが足首が上がるようになり朝市に行って
も買い物がスムーズになった。
（女性88歳）
・手を振って歩くようになり楽に
なった。（男性88歳）
・遠くまで歩くのが楽になった。
（男性85歳）

ほほえみ教室ほほえみ教室
筋力低下の防止と維持の為、教室では体操をメインに
活動しています。今の体を維持する為、頑張っています。

★0～05㎞ 1,800円
★0～10㎞ 1,000円

★0～15㎞ 1,200円
★0～20㎞ 1,400円
★0～25㎞ 1,600円
★0～30㎞ 1,800円

★0～15㎞ 1,200円
★0～20㎞ 1,400円
★0～25㎞ 1,600円
★0～30㎞ 1,800円

距離に応じた利用料がかかります。距離に応じた利用料がかかります。
※市への申請が
　必要です。
※市への申請が
　必要です。

平野平野 大久保大久保 四十澤四十澤 延命延命

ケアマネジャーとは？ケアマネジャーとは？

ケアマネジャー（介護支援専門員）を配置している事業者です。
居宅介護支援事業者居宅介護支援事業者

社協介護福祉課のご案内社協介護福祉課のご案内

現在は4人のケアマネジャー
がいます

4月から一緒に仕事を
頑張っています

安全を
　つなぐ
安全を
　つなぐ

元気を
　つなぐ
元気を
　つなぐ

介護安心センター介護安心センター
居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所

利用者受け付けています

笑顔をつな
ぐ

やさしい介
護笑顔をつな
ぐ

やさしい介
護安心をつなぐ

ケアマネジャ
ー安心をつなぐ

ケアマネジャ
ー

マシーンを使って筋力の低下を予防します。

おたっしゃコールおたっしゃコール
会話を
　つなぐ
会話を
　つなぐ 利用者募集中　☎22-9838

ご家族で通院が困難な方の送迎をお手伝い
させていただきます。
安心♥安全に医療
機関までお送り
いたします!!
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　平成２６年度輪島市民生委員児童委員協議会総会及び研修会を６月２０日㈮に輪島市文化会館に
て開催しました。市民児協の谷内会長、輪島市長挨拶後、平成２５年度事業報告及び決算・平成２６年
度事業計画及び予算が承認され、その後の研修会では、健康推進課 北村京子氏による「介護保険につ
いて」輪島市包括支援センター 稲木里美氏・大下百合野氏による「知って欲しい地域包括支援セン
タ―の役割」と題して講演会が行われました。

輪島市老人クラブ連合会輪島市老人クラブ連合会

老人クラブ会員募集中！お近くの社協事務所までお問い合わせください。

輪島市民生委員児童委員協議会輪島市民生委員児童委員協議会

■ 今後の予定 ■
◉高齢者と障がい者の
　さわやか運動会
　(10月24日）
◉単位老人会
　クラブリーダー研修
　(11月17～ 18 日)

就任のご挨拶
新会長　川端 學
　幾多の先輩が心血を
注ぎ、努力を積み重ねて
築き上げた輪島市老人
クラブ連合会の会長を
引き継ぐ事になりました。
一意専心精励し輪島の輪を広げたいと
思っております。ご協力お願い致します。

退任のご挨拶
前会長　田浦 良弘
　この度平成26年6月
19日をもちまして、輪島
市老人クラブ連合会会
長を辞任させて頂くこと
に致しました。在任中は
多くの皆々様に支えて頂き本当にあり
がとうございました。

■ 今後の予定 ■
◎地域福祉推進員研修会（10月）
◎主任児童委員研修会 （10月）
◎中堅リーダー研修会 （12月）
◎新任民生委員・児童委員
　フォローアップ研修会 （12月）
◎市民児協会長会 （毎月１回）
◎各地区定例会 （毎月１回）

■輪島市ボランティア連絡協議会 総会
　７月１４日㈪に輪島市門前会館にて輪島市ボランティア連絡協議会の総会が行われました。
　役員改選、平成２５年度事業報告・平成２６年度事業計画が承認されました。その後の研修会では「楽
しく元気でボランティアをするために～日頃の備えが大切 防災リュックを点検しよう～」が行われました。
■全国ボランティアフェスティバル
　毎年恒例の「ボランティアフェスティバル」を今年も１１月２９日㈯に開催します。
　詳しくは、１１月発行の「ぬくもりかわら版」にてお知らせいたします。

輪島市ボランティアセンター
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◆一般寄付金◆
◆ ◆

（平成２６年１月１６日から平成２６年９月１５日まで）（平成２６年１月１６日から平成２６年９月１５日まで）

◆ ◆

閨崎　吉郎 様　　輪島塗の表彰盆
熊野　三郎 様　　油絵
小谷美知子 様　　織物絵
藤田　福市 様 　　パネル
干場　静雄 様　　お手玉

◆収集ボランティア◆
◆ ◆

㈱いわさか 様
久木書店 様
五島屋 様
河原田保育所 様
上田農園 様
谷川　寛允 様

山下　政幸 様
今牛　陽子 様
皆森とし子 様
塩山　和枝 様
亀田　　操 様
匿名の方

あたたかいお心をありがとうございますあたたかいお心をありがとうございます

古切手、プルタブ、テレホンカード寄附

首山会 櫛比小学校同級生一同 様　４７，６４２円
池端　達雄・梅村　加苗・末吉シズエ・森岡　ふみ・坂口とよ子・中村　静江・宮崎　篤子
惣門よし子・越渡　貞子・伊藤　知子・山下はな子・藤田みどり・林　ひさ子・唐津　玉重
堀間ふみ子・山下百合子・今田・道子・池田　重一・若林　啓子・森杉百合子

匿名の方 ２５０，０００円

◆物品寄付◆

ご協力ありがとう
ございました。
集まった切手や
ベルマークは、福
祉関係機関へ寄附
いたします。

輪島市社会福祉大会が開催されました。

　７月３１日㈭輪島市文化会館大ホールに於いて「輪のようにずっとつながるまちづくり」をメインテーマとし、
輪島市福祉大会が開催されました。長年福祉活動をされた方の表彰や感謝状の贈呈、活動報告、辻 イト子さん
による記念講演など会場には約８００名の参加が集いました。
　今年度の表彰を受けられた方をご紹介致します。
 ◉市長感謝状　　閨崎　吉郎・大阪輪島会（兵庫 達夫）・坂口　　晃・津軽三味線明宏会（一川 明宏）
 ◉社会福祉協議会会長表彰
 　東　　吉子・四十澤朋絵・閨崎　　勇・袖浦　政博・日野英三朗・若松　勝治・坂下　一男・干場　充子
 　加門　広美・谷内香奈子・松本　順子・七海　好子・角谷　美穂・徳木ひさよ・吉村智恵子・山下　仁美
 　寺田眞美江・池上由紀美・保下まり子・松本　郁子・豊岡　明子・谷内下まゆみ・金田　冴美・宮本亜紀子
 　谷上　恵子・鋪　　恵子・山崖　正子・垣地　晴美・本郷　洋子・中池　信枝・中江　清美・中谷　広子
 　慶塚　涼子・出口由記子・桐本てるみ・徳田美由紀・ききみみずきん

　大屋児童クラブの子供達が作成した「子ども防災マップ」をもとに「防災マップ
～身近な地域を探検して災害にそなえよう～」の活動報告を行いました。最後は　
元気よく、児童クラブの歌「ほうかごのおうち」を手話付きで歌ってくれました！

　大屋児童クラブの子供達が作成した「子ども防災マップ」をもとに「防災マップ
～身近な地域を探検して災害にそなえよう～」の活動報告を行いました。最後は　
元気よく、児童クラブの歌「ほうかごのおうち」を手話付きで歌ってくれました！
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