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ちいきのふくしあいちゃんで～す

平成26年1月24日(金)ふくしあいちゃん満2歳の誕生日「わじまミドリ保育園」で福祉出前講座（保育所版）に
着ぐるみふくしあいちゃんとしてデビューし、ゲームやダンスでたのしいひとときを過ごしました。

これからもどんどん地域に出かけま～す。みなさん、呼んで下さいね！

11月号
ななみちゃん（4か月）

12月号
はなちゃん（4か月）

12月号
ふたばちゃん（5か月）

1月号
こころちゃん（5か月）

毎月、新聞折り込みチラシの社協だよりで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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あなたの「会費」が地域福祉をささえますあなたの「会費」が地域福祉をささえます
　平成２５年度社協会費について、市民の皆様・町内会関係者の皆様に多大なご理解とご協力を賜わり、心か
ら厚く御礼申し上げます。
　皆様より納入いただきました社協会費は、地域福祉推進のために広く有効に活用させていただきます。なお、
賛助会費・特別会費につきましては、引き続きご協力をお願いいたします。
　今後とも本会へのご理解とご支援を賜りますようお願いいたします。

地域福祉活動推進に…
●高齢者を対象とした配食サービス
●心配ごと相談所事業の実施
　（市民を対象にした無料弁護士相談や相談員
による日常生活のあらゆる悩み事相談）

●ボランティア広報誌の発行
●車いすの貸し出し

社協運営事業に…
●理事会・評議員会
　（年3回）
●事務諸経費
　（活動に必要な通信運
搬費、燃料費、消耗品
や印刷費）

各世帯納入額
地 区 名
輪 島
大 屋
河 原 田
鵠 巣
町 野
南 志 見
三 井
西 保
門 前
合　　計

～ご賛同いただける方・法人・事業所随時募集しております～

いろは家具　様

特別会員

平成２５年度の会費（平成２６年１月１５日現在）

総額 1,982,500円の使い道

地区社会福祉協議会へ還元
●地域のふれあい会食会
●福祉講座開催等
●福祉研修会

特別会員・賛助会員
４６，０００円

◎特別会員（法人会員）とは・・・ 
　本法人の趣旨に賛同してくださる団体・機関・会
社・事務所等　　　 一口あたり５，０００円以上
◎賛助会員（個人会員）とは・・・ 
　本法人の趣旨に賛同してくださる個人

一口あたり１，０００円以上

一般会員
１，９３６，５００円
◎一般会員とは…
　輪島市内の世帯
　一世帯あたり

２００円以上

世帯数
3,565
976
410
501
931
347
491
235
2,227
9,683

実績額（円）
713,000
195,200
82,000
100,200
186,200
69,400
98,200
47,000
445,300
1,936,500

平成２５年度特別会員を紹介します平成２５年度特別会員を紹介します

輪島市社会福祉協議会の事業内容・財務内容について、お申し出によりどなたでも閲覧
することができます。また、ホームページでも公開しています。事業計画・財務内容の閲覧

平成25年度  社協会費納入にご協力ありがとうございました平成25年度  社協会費納入にご協力ありがとうございました

新年明けましておめでとうございます。
皆様方におかれましては、お健やかに新年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。また、日
頃より輪島市社会福祉協議会の活動に多大なるご支援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、昨年は日本の景気が回復傾向を見せ始め、2020年夏季オリンピック・パラリンピック
の東京開催決定等、日本各地で明るい話題が取り上げられました。その一方、巨大台風や豪
雨、竜巻等による災害が日本各地で頻発した年でもありました。また、少子高齢化の急速な進展
や生活困窮世帯の増加等、福祉を取り巻く環境も依然として厳しさを増しており、地域福祉を推
進する中核的な団体として社会福祉協議会が果たすべき役割は、今後ますます重要になってく

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

るものと考えております。
　本会では「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指し、役職員一丸となって『地域福祉活動計画』を推進し
ております。このような中、平成２５年１２月２５日に大屋児童クラブが新しく開所出来ましたし、今年１月２４日には、輪
島市社会福祉協議会のマスコットキャラクターである“ふくしあいちゃん”の着ぐるみを完成させることが出来ました。
防災に関しましても、大規模災害を想定した訓練を行う等、行政及び関係機関と連携・協働し、地域防災力の強化
に努めてまいります。
　本年も地域福祉の推進・充実を図るべく、より一層の努力をしてまいりますので、引き続きご支援ご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
　結びに、市民の皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます。
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新入学・進級おめでとうの会
お弁当を作ってお花見に行こう
あそびのゲームランド
こいのぼり作り…など
お月見だんご作り
おしごとたいけん
ドッチビー大会
オセロ大会
そば打ち体験…など

暑中見舞いボランティア
ミニ夏まつり
おばけ大会
ダンスを踊ろう…など
クリスマスグッズ作り
切り絵教室
人間すごろく大会
ソフト粘土で干支作り
マスコット作り…など

●●● 児童センター・児童館の主な年間行事！！ ●●●

●●● おしごとたいけん2013～こどもの町“ミニわじま”を作ろう！～　平成25年10月14日開催 ●●●

●●● 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
■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
■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　※すべて平成２５年度現在

　大屋児童クラブが新しくなりました。平成25年12
月25日に開所式が行われました。平成26年1月6日
から新児童クラブでの生活がスタートしています。

輪島市社会福祉協議会は10クラブを運営しています
 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、大屋第２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

ひるまのきょうだいと共に生活し、

さまざまなことを学びます。

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

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 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

夏

冬

春

秋

　「おしごとたいけん」も今年で2回目をむかえ、市内8校から180人の小
学生が参加しました。今年は新たに輪島塗・観光・福祉のミニ大学講座が
加わりました。
　ミニ大学講座で輪島の事を勉強してから、美術館・消防署・警察署・カ
フェ・銀行・保育所・キッズ朝市などで働いて、お給料（模擬通貨）をもら
い買い物やゲームでお金を使います。この「ミニわじま」で子ども達は真面
目に『学び・働き・遊び』に取り組みます。中高生～大人のボランティア、町
の先生たち約120人の方々に支えられて実現出来ました。
　本当にご協力ありがとうございました。

　放課後、帰宅しても留守で適切な保育が受けられない子どもたち
が家族の迎えがあるまでの時間、安心して過ごす生活の場です。

ブロックあそびブロックあそび宿題をしよう！宿題をしよう！

みんなでおやつみんなでおやつクリスマスの制作クリスマスの制作
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高齢者や障がいをお持ちの方が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援する福
祉サービスです。

◉福祉サービスの利用手続き、利用料の支払い等をお手伝いします。
◉福祉サービスについての苦情解決制度の利用手続きをお手伝いします。
◉毎月の生活費の管理・公共料金の支払いなどをお手伝いします。利用料は1時間1,350円です。

福祉サービス利用支援事業福祉サービス利用支援事業

輪島市社協介護福祉課のご案内輪島市社協介護福祉課のご案内
介護福祉課では…

以上の事業を行なっています。
詳しくは輪島市社協介護支援室（TEL２２－９８３８）までお問い合わせ下さい。

まずはお電話でご相
談ください。

輪島市社会福祉協議
会の職員（専門員）が
訪問しあなたの困り
ごとや希望をうかが
い、サービス内容など
の質問に答えます。

「支援計画」で、実際に
行う支援の内容を決
めます。

ご利用にあたり契約
を結びます。

契約後は生活支援員
がサービスの提供を
いたします。

当社協の職員は、業務上知り得たご利用者様及びそのご家族様等の個人情報を、個人
情報に関する法令及び輪島市社会福祉協議会内諸規定に基づき適正に管理取扱い致
します。また正当な理由なく第三者に開示・提供しません。

 １ 相談　　　⇨  ２ 訪問調査　⇨  ３ 支援計画作成⇨  ４ 契約　　　⇨  ５ サービス開始

サービス内容サービス内容

こんな事で
困っていませんか
こんな事で

困っていませんか

？
福祉サービスを利用したいが
よくわからない

家賃や電気・ガスの利用料の
支払いを忘れてしまう。

ケアマネージャーがいる居宅介護事業

介護ヘルパーがいる訪問介護事業

リフト車で自宅から医療機関への送迎を有料で行う有償運送事業

介護予防の拠点としてのふれあいプラザ二勢事業

４
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輪島市老人クラブ連合会輪島市老人クラブ連合会
輪島市老人クラブ連合会　会長　田浦　良弘

　昨年は私達の活動に何かと温かいご理解とご支援を頂き、心より感謝申し上げ
ます。
　輪島市老人クラブ連合会には現在３，１３８人、８２クラブの老人クラブがありま
すが、年々減少傾向にあります。世代間交流や健康づくり事業などを通して、新会員
の増加を図るとともに、高年パワー・女性パワー・若手パワー総力を結集して、地
域を盛り上げていければと存じます。
　今後とも皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

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
輪島市民生委員児童委員協議会　会長　谷内　峻

　日頃より輪島市民生委員児童委員協議会の活動にご理解とご協力を賜り厚く御
礼申し上げます。
　昨年１２月には民生委員・児童委員の一斉改選も行われ、３９名の方が新任とな
りましたが、地域のつながりを引き継いでいくとともに、支援を必要とする方々の
声を大切に受け止め、住民の心に沿いながら、地域住民や関係機関と連携・協働し
て安心・安全な地域づくりに努めてまいりたいと存じます。
　今後ともよろしくお願い申し上げます。

　1月16日㈭に、ふれあい健康センターにて
「四区老人クラブ・スカットボール大会」が行わ
れ、いきいき体操やスカットボールによる健康増
進を目的とした新年交流会が開かれました。

スカットボール大会

　11月1日㈮に、金沢市の「金沢歌劇座2階大
集会室」にて「平成25年度第53回石川県老人
クラブ大会」が開催され、県内の社会福祉の発展
に功績のあった方々が表彰されました。
 老人クラブ育成功労者知事表彰　　　　　　　　石川県老人クラブ連合会会長表彰
剱地老人クラブ長寿会　会長　川端　學　　　　大東クラブ第一　　　　会長　光谷　定靭

受賞された皆様おめでとうございます。

平成25年度 石川県老人クラブ大会

◉平成２５年１０月１０日、１１日
　全国民生委員児童委員連合会会長表彰　南志見地区民生委員児童委員協議会　会長　坂本　春雄
◉平成２５年１１月１５日
　全国社会福祉協議会会長表彰　　　　　輪島地区民生委員児童委員協議会　　会長　上畠　忠雄
◉平成２５年１１月１５日
　厚生労働大臣表彰　　　　　　　　　　三井地区民生委員児童委員協議会　　会長　細川　正雄

新規会員を随時募集しています！お近くの老人クラブ又は社協事務局までお問い合わせください。



◆一般寄付金◆
◆ ◆

（平成２５年９月１６日から平成２６年１月１５日まで）（平成２５年９月１６日から平成２６年１月１５日まで）

東海輪島会　様 ……………  ３０，０００円
大阪輪島会　様 …………  １００，０００円
津軽三味線明宏会　一川明宏　様
 …………  １１４，９９８円
坂口晃　様 ………………  ２００，０００円
森本清左エ門　様 ……………  ２，８６２円

輪島市グラウンドゴルフ協会　門前支部　様
 ………………  ８，１００円
輪島市建築組合　様 ………………  ６，６００円
匿名の方 …………………………  ５０，０００円
匿名の方 …………………………  １０，０００円

◆物品寄付◆
◆ ◆

米泉　外之　様　………………　記念切手、ハガキ

◆収集ボランティア◆
◆ ◆

能登北部保健福祉センター　様
徳野印刷　　様
上田農園　　様
輪島タクシー　様
小林　敏枝　様

新甫　将人　様
塩山　和枝　様
杉窪　厚子　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。

福祉出前講座のご案内
社協は地域にしあわせ講座をお届けします！

　福祉出前講座とは地域住民の方のボランティア活動や福祉全般への理解と関心を高めるため、皆さま方のご
依頼により社協職員やボランティアが直接会場まで出向いて講座をします。

《対　　象》　輪島市内在住で10名以上の団体、自治会、事業所などが対象です
《時　　間》　約1時間(午前9時～午後3時)
《費　　用》　無料です(会場の手配は申込団体でお願いします。)
《申込方法》　開催日2週間前までに、輪島市社会福祉協議会（22-2219）までお電話下さい。

※希望される団体には、社協マスコットのふくしあいちゃんも参加します。

出前講座名
福祉レクリエーション
健康体操教室
お口の教室
基本介護技術教室
みんなで体験しよう
はじめてボランティア
安心のしくみ

防災教室

ふくしの時間
赤い羽根共同募金

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

主な内容
誰でも楽しくできるレクリエーション
足腰が弱くなったら、介護予防のために
健康はお口から、高齢者の口腔ケア
食事、排泄、清拭と衣服の着脱 
高齢者疑似、車イス、アイマスク  
活動紹介、心構え、ボランティア保険について  
判断能力に不安のある方の金銭管理や福祉サービス利用などを支援する制
度をお話します
災害が起きた時にあなたはどうしますか　防災について知って一緒に考えま
しょう
保育所・幼稚園・学校などに出向きます
自分の町をよくするしくみについて解説します

６


