加賀市社協だより

題字：やまもと ゆうしん くん ６さい
（題字募集中）
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作見地区 優 勝

10月23日
（火）スポーツセンターにおいて、第13
回いきいき大集合が行なわれました。17地区より
約1,200人の高齢者が参加し、優勝旗をめざし５つ
の競技に熱戦を繰り広げました。自分の地区が登場
すると、熱のこもった応援が行なわれ、盛り上がり
を見せていました。優勝 作見地区、準優勝 橋立
地区、３位 三木地区でした。本大会にご協力いた
だいた、市保健推進員協議会、市スポーツ推進委員
会の皆様に厚くお礼申し上げます。
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赤い羽根共同募金 に
ご協力いただきありがとうございます
10月1日から赤い羽根共同募金がはじまり、今年も小学生を
はじめ多くの皆様並びに各団体にご協力いただき募金活動を展開
することができました。
街頭募金、イベント募
金などにご協力いただき
ました皆様に対し、心よ
りお礼申し上げます。

◀11月20日イオン

街頭募金
開催日

開催会場

街頭募金ボランティア

▲10月23日イオン

募金額（円）

10月 4日(木)

アビオシティ加賀店

福祉施設職員

16,409

10月14日(日)

マルエー大聖寺店

石川県ガールスカウト第４団

18,052

10月23日(火)

イオン加賀の里

福祉施設職員

12,658

加賀中央インターアクトクラブ
10月28日(日)

JA加賀農業まつり

福祉施設職員

26,767

共同募金運営委員
10月29日(月)

バロー大聖寺店

錦城東小学校

6,179

11月 8日(木)

マルエー動橋店

動橋小学校企画委員

4,618

11月20日(火)

イオン加賀の里

夢屋

1,801

▲マルエー動橋店（動橋小学校企画委員）

バロー大聖寺店
（錦城東小学校）▶

▼JA加賀農業まつり

2019 共同募金助成金申請のお知らせ
皆様よりいただいた赤い羽根共同募金を、社会福祉を目的とする民間福祉施設、
団体及びボランティアグループへ助成いたします。詳細は次のとおりです。

加賀市内の社会福祉を目的とする民間福祉団体、
ボランティアグループ等
象
対

2019年4月1日～2020年3月31日
事業対象期間

TEL 72-1500

問合せ先

2019年1月31日（木）
申請締切

11

北陸印刷株式会社

募金百貨店プロジェクト
登録企業・団体

お 互いが グッ ド パー ト ナ ー
日（金）第３回パートナーズフォーラムを開催しま

有限会社前山事務機

株式会社大同ゼネラルサービス

新谷鶏卵

加賀農業協同組合

協賛企業・団体

４位 自然体験おおづち村

３位 片山津ほたるっ子教室リズムダンスコース

２位 心身に重い障がいのある子と親の会「こくまの会」

１位 視覚障害者ボランティアサークル「プロペラ」

発表団体（投票結果）

寿司・料理 左らく

宮本産業株式会社

株式会社石川観光旅行社

有限会社丸山ぶどう園

山中温泉ゆけむり倶楽部

フラワーショップＭＩＣＨＥＡＬ

理解を深めていただきました。募金百貨店プロジェクトに

の企業・団体から協賛

株式会社シモアラ

加賀フルーツランド

コンドウデザインクリエイト

県民の森地域振興会

宮本産業株式会社

お互いがそれぞれ良きパートナー

の流れがわかったイベントであり、

就労継続支援Ｂ型 アットワーク

有限会社丸山ふどう園

フラワーショップＭＩＣＨＥＡＬ

株式会社のとや蒲鉾

である事を確認しました。

動を知ることで、加賀市でのお金

活動を支援する人が一堂に会し活

寄付する人、助成金をもらう人、

加者にお渡しました。共同募金に

きました。お楽しみ抽選会で、参

を得て、沢山の品物を寄付いただ

当日は、

額４団体に助成されました。また、

総額は、９２、
０００円となり全

助成が決定しました。当日の募金

で１位となり、３０、
０００円の

サークル「プロペラ」が最多得票

結果、視覚障がい者ボランティア

５分間の持ち時間で発表しました。

を希望する４団体がエントリーし、

ションと続きました。今年も支援

を選ぶワンコインプレゼンテー

その場で、自分が応援したい団体

よかがからの報告がありました。

議会と加賀市育児サークルぴよぴ

企画委員、共同募金の助成金を受けた、作見地区社会福祉協

から始まり、毎年街頭募金に協力いただいている動橋小学校

登録された８企業・団体から、１年間集まった寄付金の贈呈

した。１７０名を超える参加者のもと、赤い羽根共同募金の

月
23
12

石川県共同募金会加賀市共同募金委員会

２００，
０００円
助成限度額

おでか け号
運 転手 募 集

おでかけ号は、身体が不自由な方に社会参加の促進と福祉の増進を
図ることを目的に、車いすのまま乗降できる車で送迎を行う事業です。

送迎時間
平日8：30～17：15までで利用者が送迎を希望された時間
運転手の条件
中型免許、中型二種免許を取得の方
※中型免許の方は福祉有償運送運転者講習を受けていただきます。

詳しくは加賀市社会福祉協議会 能登までご連絡ください。

TEL 0761-72-1500

平成
年度 加賀市社会福祉協議会

日） ※
敬称略

30

！
賛
｢ 助会員 募
｣集

月

11

加賀市社会福祉協議会の活動に賛同された方は左記会費をお願いします。

月 日〜

東谷口地区社会福祉協議会
三木塩屋地区民生委員児童委員協議会

１

【賛助会員】（個人・団体） ……
〈会費〉１、０００円（一口）

年

９

この度、会員に加入された方々です。ご協力ありがとうございます。

（平成

助会員

和雄
勇次
文泰
文夫
忠明
明司

付中！

加賀市社会福祉協議会では、ホームページを開設しております。
社協サービス、ボランティアセンター最新情報や研修、サロンなどの
行事を紹介しております。
また、市内の各児童センターで発行している
「月だより」も、ブログにて一覧できます。
各児童センターでは、毎月季節の行事や、
わくわく、ドキドキの楽しい催しものなどの活動
を行っております。是非、右記のホームページ
アドレスを、検索してみてください。
皆様のご参加、ご意見をお待ちしております。

賛

谷本
西出
谷口
谷口
田辺
坂尻
医療法人社団 長久会 加賀こころの病院
㈲前山事務機
㈲金太郎引越社
㈱タケノ加賀店
匿名 １件

予約受

山中老人福祉センターとく得パック

時

15

料 金
おひとり １、５００円

時〜

10

（昼食、温泉、休憩料、コーヒー券付き）

利用日時
平日限定

予約制

ＴＥＬ ７８ １３７０

事前にお電話にて問い合わせ願います。

山中老人福祉センター

新しくなった山中老人福
祉センターを多くの皆様に
ご利用していただきたく、
昼食・温泉・休憩料などを
セットにしたと く得パック
を始めました。高齢者、サ
ロンやサークル、グループ
の皆さんで半日ゆっくり過
ごしてみませんか。 人ま
とまれば送迎も致します。

予約・問合せ先
－

10

30

30

ホームページアドレス▼

加賀市社会福祉
協議会ブログ
（一杯のコーヒーから）▼

児童センターブログ▼

名作品

高齢者部門

進一

貢

舟見外喜子

野崎美和子

野崎

加賀市
か がりび 作品展

（高齢者・障がい者作品余技展）

障がい者部門

佐野

日日好日院デイサービス

名作品

怜子

川田真由美

センター

障がい者部門

努力賞

中川

高田美智子

高齢者部門

和子

利子

名作品

なかよしクラブ ５名作品
加賀市社会福祉協議会長賞
高齢者部門

北村

ゆとりライフはるる
障がい者部門
加賀ライオンズクラブ会長賞

高村

半浦

名作品

一子

榮一

チヨ（１０３歳）

入場

松治

星野登志子

北村

最高齢者賞

障がい者部門

いらっせハマナス

家出

春子

義夫

光一

大味千恵子

奥出
加賀市老人クラブ連合会長賞

障がい者部門

高齢者部門

11

ひとり暮らし、家の中で過ごしがちな高齢者等と住民が、自宅から歩いて

11

いける場所に気軽に集まり、ちょっとの時間お茶を飲みながら皆さんで
おしゃべりを楽しみ、仲間づくりをする地域の交流の場です。

98

加賀市身体障害者福祉協会長賞

川瀬

技能賞

高齢者と障がい者が作成した作品を展示する、
「かがりび作品展」が 月 日 〜 日 ま で の
５日 間 に わ た り 、 加 賀 市
市民会館にて開催されま
した。手工芸、画、写真、
書など高齢者部門 点、
障がい者部門 点の作品
が展示され鑑賞に多くの
方々が訪れました。
各賞受賞者は次のとお
りです。
加賀市長賞
高齢者部門

43

デイサービスセンターたんぽぽ

７

中川

18

第13回

かがりび賞

25

30

35

加賀サロン
開催日 第２・４水曜日
時 間 10：30～15：30
場 所 アビオシティ加賀２階ホール

こんにちは。私たち
の加賀サロンは、市民
の皆さんが気軽に集ま
り、おしゃべりができ
る交流の場になったら
いいなという思いで、
平 成 年 ３月 に ア ビ オ
シ テ ィ 加 賀 ２階 ホ ー ル
でサロンを始めました。
普段は、飲み物を飲
みながら来られた方と
スタッフが一緒になっ
ておしゃべりをしたり、お友達同士の
会話を楽しんでいただいたりしていま
すが、時々、素敵なギター演奏を聴い
たり、歌を歌ったり、楽しいマジック
を見ることもあります。
年齢、住所などの制限もなく、買い
物や病院の帰り、乗り物の待ち時間な
どにも活用していただき、サロンへ来
て、こころが温かくなり、人とのつな
がりを感じていただける場になればい
いなと思っています。
是非、お近くにお越しの際には、お
立ち寄りください。お待ちしています。
29

ボランティア 掲 示板

影絵サークル もちっこ

ボランティアグループの紹介
すいね

● 粋音の会
篠笛の澄んだ音色に魅せら
れ笛を手にしたグループです。
お声がかかれば何処へでも出
掛 け 演 奏 し て い ま す 。「 笛 の
音」には、演奏する者と聴い
ている方々を優しく引き寄せ
てくれる不思議な力があると
いつも感じます。皆様からの
お言葉が次への活力となって
いる事に感謝です。今後も心
を 一 つ に し 、「 粋 な 音 色 」 を
お届けできるよう精進してま
いります。

●

保育園を退職した仲間９名
で、斉藤隆介作「もちもちの
木」の影絵を制作し、プレゼ
ントしたことがきっかけで、
１年に１作を目標に制作を続
け活動しています。社会参加
の地域活動として保育園、学
童、老人施設や元気クラブ、
図書館などで季節の歌や手遊
びなどと合わせ上演させてい
ただいています。お気軽に声
をかけてくださいね！

体験コーナー

内 容 ● ボランティア活動発表、音楽演奏や体操教室の芸能活動発表、
新聞防災グッズ・折紙アート・一輪の花いけ等の体験コーナー、
販売・喫茶・抹茶コーナーなど

みんな
来てね～♫

活動紹介

ステージ発表

ボランティアの 集い
第８回

今年 も開催します！

加賀市で活動しているボランティア同士のつながりと、新たにボランティアを
したいと思う人々への活動紹介の場になることを目的として、開催します。

日 時 ● 2月17日（日）13：30～16：00

場 所 ● 加賀市市民会館 ２階 会議室

善 意 を ありがとう
今回も多くの善意が寄せられました。社会福祉事業やボランティア事業にそれぞれ使わせていただきます。
どうもありがとうございました。（平成30年９月１日～11月30日）※敬称略

ご

寄

㈱酒のカワサキ

付

古

南郷町 谷 邦子

切

手

松が丘町内会各区連合会
㈱きだち

5,000円

幸町 川西 優司

橋立町 小餅谷早苗

大聖寺実業高校 32Ｈ

9,625円

山中温泉下谷町 山本 逸夫

山中温泉河鹿町 沢崎 陽子

湖城町 れお＆りお

松が丘町内会各区連合会

加賀レンジャー会

17,601円

黒崎町 小中外世喜
セレモニー会館タカダ

3,600円
33,350円

匿名 1件

2,500円

葵の園丘の上
美谷が丘 西野 月菜・貴哉
三谷商工振興会

ベルマーク

百々町 寺井 幹雄
熊坂町
山代児童センター

JA加賀女性部

高尾町 八木 華恵

大聖寺菅生 吉岡 誠

たちばな乳幼児保育園

山中温泉上野町 内藤 一枝

JA加賀女性部

清心こども園

山中温泉河鹿町 沢崎 陽子

金明保育園

敷地団地 虻川 信幸

松が丘町内会各区連合会

片山津児童センター

山中温泉河鹿町 北仲とし子

湖城町 れお＆りお

やくおうえん

山中温泉菅谷町 吉田エツ子

山代児童センター

河南町 岡部 典子

山代温泉 表 征志

山中温泉菅谷町 吉田エツ子

片山津地区民生委員児童委員協議会

大聖寺西町 佐分 利衛

大聖寺西町 佐分 利衛

動橋保育園

幸町 坂下 信栄

分校町町内会

新生保育園

ときわ台 阿部ゆり子

山中温泉東町 加納 孝子

㈲友星自動車

松が丘 松田 隆

曽宇町 宮川 孝子

河南町 河村 春美

橋立小・中学校

山中温泉上野町 内藤 一枝

㈲治下組

山中温泉東町 開田 正一

分校町町内会

田尻町 吉野 義和

山中温泉河鹿町 沢崎 陽子

加賀市母子寡婦福祉協会

匿名

山中温泉南町 森田 信子

匿名 ８件

書き損じハガキ １枚

山中老人福祉センター

合計 265,322ｇ

書き損じハガキ 10枚

プルタブ

そ

の

他
記念切手 ５冊

未使用切手 15枚

※古切手・インクカートリッジは回収終了となりました。ご協力ありがとうございました。

福祉サービス利用支援事業（日常生活自立支援事業）
もの忘れのある高齢者や知的障がい・精神に障がいのある方で、
次のようなことでお困りではありませんか？
●福祉サービスを利用したいが、どうしていいのかわからない。
●医療費やガス代などの支払いやお金の出し入れでいつも迷って
しまう。
●最近、物忘れなどで通帳や印鑑をなくしてしまって困っている。

問合せ先
加賀市社会福祉協議会

担当：三ツ辻・辻

TEL 72-1500

詳しい内容
等に
つきまして
は社会福祉
協議会
までご相談
ください。

相談から契約までの相談は“無料”
ですが、契約後の生活支援員によ
るサービス提供には１回１時間ま
で1,350円 が利用料として必要
になります。１時間を超える場合、
30分ごとに325円 かかります。

１月～３月の行事予定
児童センタ－ブログあります！
〝加賀市児童センター〟で検索！

加賀市児童センター

大聖寺 児童センタ－

山 代 児童センタ－

● 1月26日（土）13：30～

● 1月26日（土）10：00～

TEL 73 - 2802

せつぶんのつどい

検索

TEL 76 - 2405

山代っこくらぶ主催

もちつき会

● 2月9日（土）14：00～

● 2月2日（土）10：00～

おやつ作り

まちこや共催

〝フォンダンショコラ〟

節分のつどい

● 3月9日（土）13：30～

みんなでぼたもち作り

● 3月2日（土）10：00～

まちこや共催

ひなちらし寿司

片山津 児童センタ－

作 見 児童センタ－

● 1月19日（土）14：00～

● 1月26日（土）10：00～

TEL 74 - 8513

つくってあそぼう！

TEL 72 - 8668

もちつきの会

● 2月2日（土）14：00～

● 2月2日（土）14：00～

節分のつどい！

節分のつどい

● 3月25日（月）9：30～

● 3月23日（土）14：00～

勉強会とランチ

お楽しみ会

動 橋 児童センタ－

山 中 児童センタ－

● 1月5日（土）10：00～

● 2月24日（日）11：00～14：00

TEL 74 - 7234

TEL 78 - 3536

旗源平で遊ぼう

山中児童センターフェスティバル

旗源平遊びを楽しんだあとに、
温かいぜんざいを食べよう！

☆今年も豪華３部構成☆

● 2月16日（土）10：00～

お好み焼きを作ろう
食育コーディネーターさんと一緒にクッキング♪
● 3月2日（土）14：00～

ひなまつり茶会
地域の方々をお招きして、お煎茶と和菓子でおもてなし

１部 子どもたちが各教室で学んだ成果を発表します。
２部〝ロビーコンサート〟
日本の美しい歌をみんなで一緒に歌いましょう！

３部 子ども実行委員による〝遊びのコーナー〟
ゲームや駄菓子コーナーなどお楽しみ盛り沢山!

プラネタリウム特別投影もあります!
地域の皆様もぜひお越しください。
山中地区民生委員児童委員さんによる
美味しい昼食もご用意してます。

