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輪島市社会福祉協議会では、地域福祉活動計画を推進していく中で、輪島市の良さを再発見
する取り組みを行っており、皆さんの知っている素敵な人や好きな場所をご紹介させていた
だいています。今、私たちに出来ることは、輪島の良さ・素晴らしさを子供たちに伝えること
です。そのために、もう一度ふるさとを見直してみませんか？

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

発行日／平成２５年10月１日

ふるさと
再発見‼



　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24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24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、委託金、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24年度社協会費実績平成24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
1,975,500円
408,000円
185,700円
2,569,200円

社協運営費　に
事務局の運営費に
◉理事会・評議員会（年４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・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

　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。
　私　この度役員の皆様方のご推挙によりまして、去る７月１日付けで会長に
再任致しました。心新たに社会福祉事業の発展に寄与する為、最大限の努力を
いたすつもりでございますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
　さて、『地域福祉活動計画』が策定され１年半が経過しました。計画を基に、
「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指し、役職員一丸となって活
動を推進しております。市民の皆様方にもご協力を願うことがあるかと存じます
が、その節は変わらぬご支援、ご協力を賜れば幸いです。
　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２4年度　決算報告平成２4年度　決算報告 収入総額　２２０,９９０,９５７円
支出総額　２２０,９９０,９５７円

◇収入 ◇支出

◇収入 ◇支出

平成２５　年度　予算概要平成２５　年度　予算概要 収入総額　２１９,９７４,０００円
支出総額　２１９,９７４,０００円

平成24年度 　実施した事業
●法人運営事業　●ボランティアセンター事業　●福祉サービス利用支援事業　●成年後見制度利用支援事業　●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クラブ)　●生活福祉資金貸付事業　●北山貸付事業　●ひとり親家庭・障害者貸付金事業　●ジュニア
ボランティア事業　●障害福祉サービス事業　●ふれあいプラザ二勢事業　●有償運送事業　●地域包括支援センター職員派遣事業　●離職者
等高度人材養成推進事業　●地域支え合い事業　●助けられ上手講座事業　●生活・介護支援サポーター養成事業　●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　●共同募金配分金事業　●歳末たすけあい事業

平成25年度 　実施する事業
●法人運営事業　●ボランティアセンター事業　●福祉サービス利用支援事業　●成年後見制度利用支援事業　●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クラブ)　●生活福祉資金貸付事業　●北山貸付事業　●ひとり親・障
害者貸付金事業　●ジュニアボランティア事業　●障害福祉サービス事業　●ふれあいプラザ二勢事業　●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　●助けられ上手講座事業　●生活・介護支援サポーター養
成事業　●電話訪問事業　●訪問介護事業　●居宅介護支援事業　●共同募金配分事業　●歳末たすけあい事業

会費収入 2,569,200円 1％

寄附金収入 2,267,481円
1％

補助金収入
70,967,277円

32％

補助金収入
71,866,000円

34％

受託金収入
39,503,000円

18％
事業収入

23,691,000円
11％

人件費支出
159,415,497円

72％

人件費支出
166,221,000円

76％

受託金収入
38,847,105円

18％

事業費支出
41,196,415円

19％

事業費支出
37,621,000円

17％

前期末支払資金残高 1,816,849円 1％

介護保険収入
43,399,978円

20％

介護保険収入
48,173,000円

23％

事業収入
22,693,850円

10％ 助成金収入
3,859,100円

2％

会費収入 2,595,000円
1％

その他の収入
1,270,000円 1％

寄附金収入 700,000円
0％

貸付事業等収入 248,000円 0％

貸付事業等収入 449,000円 0％

事務費支出 5,809,648円 3％

事務費支出 7,701,000円 3％

負担金収入
13,001,940円
6％

自立支援費等収入
5,218,190円 2％

自立支援費等収入
5,400,000円
3％

助成金支出
6,666,477円 3％

助成金支出 1,472,000円 1％

受取利息 20,554円 0％

受取利息 39,000円 0％

負担金支出 150,040円 0％
固定資産取得支出 1,866,170円 1％ その他の支出

5,581,710円 2％

負担金支出 180,000円 0％
その他の支出
5,579,000円 2％

雑収入 393,670円 0％

雑収入 500,000円 0％

負担金収入 13,367,000円 6％

共同募金配分金収入 7,940,063円 4％

共同募金
配分金収入
1,101,000円
1％

貸付事業等支出
305,000円
0％

貸付事業等支出
1,200,000円
1％

助成金収入
4,17,000円

2％

その他の収入 7,757,700円 3％
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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。

◉県内の民間社会福祉施設・団体の事業に ５４６,０００円

◉災害時の災害ボランティア活動支援のための積立準備金に
 １４７，０００円

◉地域福祉推進事業費に ４，０３６，０００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
・ボランティアグループや福祉推進チームによる配食サービスに
・地域の福祉を目的とした事業を行う団体に
・住民企画の行事や地域の子ども会　など

◉市内の福祉団体・グループの事業に ６３０，０００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　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に １，１００，９０１円
・市民を対象とした地域福祉セミナー、輪島市社会福祉大会の事業費、
　ふれあいサロンの事業費、地域福祉活動計画の事業費、広報誌の発行　など

◉歳末たすけあいの事業に １，４９９，３０２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 ４１６，０００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

平成２5年度 目標額 8,854,100円
《赤 い 羽 根 募 金》　7,194,100円
《歳末たすけあい募金》　1,660,000円
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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
金委員会に約９割が戻り、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26年4月1日から平成27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25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２６年度

赤い羽根共同募金助成事業
一般募集のご案内

平成２６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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地域福祉活動計画実施２年目《事業進捗状況報告》

～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 ☆

「地域に出て、地域を知り、地域で働く」

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 ☆

あなたのご近所でもサロンをはじめてみませんか…？
◉支え合いマップ　→　地域サロンへ　　
◉平成24年度　門前サロン　継続
◉平成25年度　下山サロン　「ミズバショウ」新設
◉高齢者と障害者のさわやか運動会　平成25年10月25日㈮　午前10時～
◉今年は地域密着型施設、介護予防教室参加者にも参加を呼びかける
◉ボランティアフェスティバル輪島　平成25年11月30日㈯
◉災害ボランティアの会と被災地ボランティアの交流

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 ☆

◉毎月発行する新聞折り込み「社協だより」（10月・２月は広報「社協だより」発行の為、お休み）
　「社協」を知って頂く、見てもらえる広報に工夫する／市民のみなさんを紹介するコーナーを設ける
◉今月の「ふくしあいちゃん」コーナー
　あなたの知っている輪島市内の「好きな場所」／あなたの知っている輪島市内の「素敵な人」コーナー　等

安心して暮らせる情報を提供する

◉就労支援…介護職員初任者研修（継続8月末～11月）　◉保育園児健康管理サポート事業（継続10月～3月）
◉生活・介護支援サポーター養成事業(継続)

支援体制の充実

　 集える場づくり

◉子ども防災教育「子ども目線で復興支援」8月開催された福
祉大会に於いて活動報告する
◉子ども防災マップを大屋児童クラブで作成する
◉昨年度、作成した「輪島市災害ボランティアセンター」設置・
運営マニュアルの検証を行う
◉避難所運営ゲーム(HUG)を広める・避難所備えゲームを教
わり準備する

　 安心安全なまちづくり

◉今年度より社協職員担当地区を設ける
　輪島地区　　リーダー　瀬例　有子　　サブ　北浜　文枝　他6名
　門前地区　　リーダー　田中左智子　　サブ　平野多恵子　他7名
　町野地区　　リーダー　七尾　幸子　　サブ　大久保京子　他2名
　大屋地区　　リーダー　山崖　正子　　サブ　田中左智子　他2名
　西保地区　　リーダー　平野多恵子　　サブ　尾坂　里美　他2名
　河原田地区　リーダー　北浜　文枝　　サブ　山崖　正子　他2名
　三井地区　　リーダー　尾坂　里美　　サブ　田口たか代　他2名
　鵠巣地区　　リーダー　田口たか代　　サブ　瀬例　有子　他2名
　南志見地区　リーダー　大久保京子　　サブ　七尾　幸子　他1名

どうぞ、よろしくお願い致します。

◉各地区児童クラブと地域住民との
つどいを企画

今後も増やす予定

河原田
児童クラブ
地域ふれあい
交流会⇩

⇧南志見
　児童クラブ
　８月
　そうめん流し
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社会福祉協議会では、地域福祉活動計画に基づき定期的に評価委員のご意見を
聞きながら事業を進めています。

輪島市地域福祉活動計画輪島市地域福祉活動計画
１　つながる 人 づくり
☆ 地域を支える人を見つける ☆

～ 自分たちの住んでいる地域を知ろう ～
◉支え合いマップの作成
　平成２４年度　支え合いマップインストラクターを養成
　専門職員・老人クラブ会員・ボランティア等　２９名　修了
◉平成２５年度　マップづくり計画
　❖包括協働事業 ・認知症高齢者見守り声かけ訓練
   （河井地区でマップを紹介）
 ・認知症安心安全地域づくり講座
   （門前・三井・町野でマップを作成）　
　❖門前地区民生委員児童委員協議会「支え合いマップづくり」に取り組む
　　昨年、養成講座を受けたインストラクターに協力していただく
　❖支え合いマップインストラクターフォローアップ研修会
　　県社協主催…………８月・１０月・１１月
　　輪島市社協主催……１１月　２０日・２１日

　 地域の世話人さんの発掘

☆ 未来を支える人を育てる ☆

◉学校への出前福祉講座
　❖６月　鳳至小学校　　　　　　　　　　車イスを押してみよう
　❖７月　三井地区老人クラブ連合会　　　健康のつぼ
　　　　　縄又地区老人会　　　　　　　　転倒予防について
　　　　　南志見地区民児協　　　　　　　暑中見舞いはがきをつくろう
　❖今年度の課題……出前講座のメニュー作成　次回、社協だよりでご紹介する予定

　 思いやりのある子どもを育てる

◉暑中見舞いボランティア
　75才以上の一人暮らしに暑中見舞いはがきを送る
　昨年まで、350枚　輪島地区のみで実施していたが、今年は
ボランティアの協力を得て1,000枚作成、各地区民児協の
協力を得て市内8地区で実施

　 ボランティアを育てる

◉昨年度実施した、食育アンケートを今年度中にまとめ、わじまならではの発信をする
◉今年も児童センターで「わじまおしごとたいけん」を10月１４日に実施する
　今年は更に地域との繋がりを深め、わじまの良さを再発見！できるようにする

　 ふるさとを愛する心を育てる

◉「支え合いマップ」から、見つける　◉「社協だより」新聞折り込みにて募集する
　 まちの先生を見つける
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クラブ活動（登録制）
❖児童センター　◉手話であ・そ・ぼ　◉ハンドベルクラブ
❖児童館　◉ダンスクラブ

教室もあります（自由参加）
❖児童センター　◉卓球教室　◉将棋教室
❖児童館　◉サッカー教室　◉バスケット教室

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

こども目線で復興支援こども目線で復興支援

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

児童センター・児童館は
地域の児童の健全育成の場です。

　児童センターでは、平成25年3月24日～26日に宮城
県仙台市・名取市に行ってきました。
　参加した児童は、児童センターで“子どもの町わじま
をつくろう”と活動している「わじまキッズランド」と、
能登半島地震の時に仮設住宅でボランティア活動をし
ていた「元気もりもり隊」のメンバー17名です。
　義援金や多くの方に協力いただいた手作りおも
ちゃ、新聞紙ドームなどを持って被災地の訪問及び児童
館での子ども達との交流をしました。
　東日本大震災で活躍した「東中田っ子」と取り組んだ
“仙台版体験型そなえゲーム”を通じて、友情を育むと共
に『災害時に子ども達の出来る事』を再確認する事が出
来ました。

毎月いろんな行事があります！
季節の行事、料理、工作、スポーツ、
人形劇、地域との交流活動など…。
※申し込みや材料費が必要な行事もあり
ます。

0歳から18歳の児童とその保護者の人達が自由に
利用できる遊び場です！　☆乳幼児のお子様は保護者同伴☆

野菜畑で収穫体験をして『じゃがいもピザ作り』

地域のボランティアの方のマジックショー小学生スタッフが活躍した『おばけ大会』

毎月の行事は、広報・おたよりで
案内しています。

仙台の児童館に持っていった新聞紙ドームを輪島市
社会福祉大会で再現しました。

みなさんあそびにきてください!みなさんあそびにきてください!

輪島市社会福祉大会で報告発表
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小学校低学年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１～３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25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２6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２５年１１月１８日（月）～平成２５年１２月１９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１～３年生の児童
■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１８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

カプラ、真剣ですカプラ、真剣です お砂場あそびた
のしいな

お砂場あそびた
のしいな人生ゲーム！人生ゲーム！

けん玉じょうずに

なりました
けん玉じょうずに

なりました 大根のたねをうえ
ました

大根のたねをうえ
ました

今日のおやつは

おいもです
今日のおやつは

おいもです
地域の方と

「流しそうめん」
地域の方と

「流しそうめん」
夏のお楽しみ会

かきごおり「おいし
い！」夏のお楽しみ会

かきごおり「おいし
い！」 いらっしゃい！

お店やさんごっこ
いらっしゃい！

お店やさんごっこ
クリスマスケーキ

を

作りました
クリスマスケーキ

を

作りました

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
できるよう日々の仕事にとりくんでいます。総勢21名で次のような仕事に日々とりくんでいます。

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その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、輪島市社会福祉協議会個人情報保護規定に基づき適性に保護、管理致します。

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）

ヘルパーステーションほほえみヘルパーステーションほほえみ
笑顔をつなぐやさしい介護笑顔をつなぐやさしい介護居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所

介護安心センター介護安心センター

介護予防教室介護予防教室
ふれあいプラザ二勢のふれあいプラザ二勢の 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
市役所に申請していただき許可が下りた方を
社会福祉協議会の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。輪島市全
域どこへでもお伺いします。

市役所に申請していただき許可が下りた方を
社会福祉協議会の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。輪島市全
域どこへでもお伺いします。

介護予防を通じ高齢者の健康保持、及び増進
を図る、高齢者にやさしいまちづくりを推進す
る地域拠点

　介護の知識を幅広く持った専門家で、サービスの利用にあた
り次のような役割を担っています。資格は5年ごとの更新性です。
◉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

加齢などによる筋力の低下を予防します。マシントレー
ニングを中心とした運動器の向上を目指し、生活の質も
向上させます。

ほほえみ教室ほほえみ教室
介護予防を積極的に考えて実行する方を対象に、個人
のプランを立て、要介護状態への進行を防止します、レ
クレーション・昼食（配食）サービス・転倒予防体操など
を行い、利用者同士の親睦も深めます。

★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。

平野平野 大久保大久保 四十澤四十澤

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。要介護認定の申請代行やケアプランの作成を依頼するとき
の窓口となり、サービス事業者との連絡・調整をします。
※申請を代行できる事業者は厚生労働省令で定められています。

居宅介護支援事業者とは？居宅介護支援事業者とは？

社協介護福祉課のご案内社協介護福祉課のご案内

私たち3人が
ケアマネジャー

です
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　平成２５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１３
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２４年度事業報告及び決算・
平成２５年度事業計画及び予算が承認され、その後の研修会では、フリーア
ナウンサーの横田幸子氏による「笑顔のチカラ　言葉のチカラ」を題目に、
表情筋トレーニングや割り箸ストレッチ、エール
交歓などを体験しながら、笑顔と言葉の持つ影
響力・コミュニケーションの力を学ぶことがで
きました。何気ない言葉や笑顔が人びとをつな
げ、絆を深めることを改めて実感することがで
きた研修会となりました。

輪島市社会福祉大会が開催されました。輪島市社会福祉大会が開催されました。

■輪島市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、今年度も、１１月３０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。
■全国ボランティアフェスティバル高知
　今年度は、１１月２３日㈯～２４日㈰に高知県で、全国ボランティアフェスティバルが開催されます。全国
からボランティアや市民活動する皆さんが集まる日本最大のフェスティバルです。輪島市からはボランティ
ア、社協職員合わせ８名参加予定です。

輪島市ボランティアセンター輪島市ボランティアセンター

輪島市老人クラブ連合会輪島市老人クラブ連合会

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

　平成25年7月9日㈫午前9時からマリンタウン競技場にて石川県知事杯グラウンドゴルフ輪島市予選会が開
催されました。暑い日ではありましたが、心地よい風があり県知事杯にむけて、会員の方々は日頃の練習の成果
をだされておりました。　※本大会：９月２４日㈫金沢市民芸術村

■ 今後の予定 ■
◉高齢者と障害者の
　さわやか運動会　（１０月２５日）
◉石川県老人クラブ大会
　　　　　　　　　（１１月　１日）
◉単位老人クラブリーダー研修
　　　　　　　　　（日程は未定）

　去る８月９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
テーマとして、輪島市社会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、講演など会場には約600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 表 彰　　高出　一明　　泉　　音松
 ◉市長感謝状　　大阪輪島会(兵庫達夫)　　的場　伸一　　閨崎　吉郎
 ◉社会福祉協議会会長表彰
　　　　　谷内　初枝　　高島　政子　　笹川　正吉　　光谷　定靭　　宮坂由紀子　　徳本　智子
　　　　　赤坂　　卓　　角間　美紀　　中山　　瞳　　中村　晶子　　地原　照子　　西山　　亮
　　　　　大端　明夫　　紺谷　秀明　　坂岸　秀美　　山崎　政信　　関山　克昭　　堂ヶ端八重子
　　　　　宮下　　仁　　竹中　裕子　　橋下　美佳　　高橋　博美　　川端　恒子　　平野　文代
　　　　　徳木　英子　　赤石　一喜　　瀬例　有子　　宮下　周子　　大下百合野
　　　　　輪島市災害ボランティアの会　　傾聴ボランティア元気かいね

■ 今後の予定 ■
◉9月～ 11月
　75歳以上高齢者実態調査を実施い
たします。地域の民生委員が調査のた
め訪問した際は調査にご協力下さい。
◉児童問題研修会(10月)
◉中堅リーダー研修会(10月)
◉新任民生委員研修会
◉市民児協会長会(毎月1回)
◉各地区定例会(毎月1回)

（順不同・敬称省略）

■本大会出場者
☆Aチーム
　小森　共子・山本マチコ
端　きよみ・橋谷美恵子
竹本十四子・表　　花子
☆Bチーム
　高松　勝次・浅野　吉敬
広中　正一・山本　一男
横林　邦彦・山田　　清
☆Cチーム
　三内　松雄・芦崎　修一
竹本　昭彦・金田　とし
西　美津子・森下　益美

今年度から女性委員会が
設立されました。
◉会　長　山下　きみ子
◉副会長　竹中　かをる

⇦獅子頭のお土産作り

いきいきクラブ体操⇨
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◆一般寄付金◆
◆ ◆

（平成２５年１月２２日から平成２５年９月１５日まで）（平成２５年１月２２日から平成２５年９月１５日まで）

◆物品寄付◆
◆ ◆

閨崎　　勇　様 カセットテープ
小坂　八重　様 軽自動車

畑中　雄一　様 タオル、洗剤、ポケットティシュー

◆収集ボランティア◆
◆ ◆

輪島市健康推進課　様
五大工業株式会社　様
ハローワーク輪島　様
食生活改善推進協議会輪島支部　様
久木書店　様
奥能登北鉄バス　様
メイツうえの　様
天野登志江　様

竹上　邦子　様
加端　梨愛　様
谷川　寛允　様
亀田　　操　様
諸岡　智子　様
浜田　敬子　様
江ノ上辰子　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

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。

ふくしあいちゃん

　平成25年7月27日㈯に、ふれあいプラザ二勢夏イベント「ふれあい音楽祭」が開催されました。ピアノ講
師の久保典子先生と大道芸人ピーターパンツさんのコラボレーション演奏には、たくさんの拍手と歓声が
あがっていました。大勢の方にご来館していただき、ありがとうございました。
　今後も地域住民の方 と々一緒に交流イベントを開催していきたいと思います。

ふれあいプラザ二勢　「ふれあい音楽祭」が開催されましたふれあいプラザ二勢　「ふれあい音楽祭」が開催されました

堀井祐美子　様 ６，１５０円
石川県信用金庫協会 会長 大林重治　様 １，１５０，０００円
総持寺周辺地区まちづくり協議会 会長 林雅彦　様
津軽三味線明宏会 一川明宏　様 ｝

匿名の方 １８，０００円
匿名の方 ９，０００円
匿名の方 １５０，０００円

6月号
あきみつくん（6か月）

7月号
せいやくん（3か月）

8月号
あいとくん（1歳5か月）

9月号
ゆうきくん（1歳6か月）

１１，５５１円

※撮影時の年齢を（　）内に記載しております。 12


