加賀市社協だより

題字：にしむら しょうま くん ５さい
（題字募集中）

リンゴ狩り をしました
市内６児童センターのこどもたちが今年もリンゴ狩りに
行って来ました。これは、赤い羽根共同募金の助成金を受
け、採ったリンゴを高齢者にお届けする事業です。広いリ
ンゴ園にたわわに実ったふじや王林を慎重に選び、丁寧に
もぎ採っていました。リンゴは児童センター近くの高齢者
福祉施設やセンターに来館した高齢者に、こどもたちが書
いた手紙を添えてお渡ししました。
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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
街頭募金

金額 16,377 円

開催日

開催会場

10月20日
（火）

アビオシティ

10月27日
（火）

バロー大聖寺店

11月 5日
（木）

マルエー大聖寺店

10月1日から
赤い羽根共同募金がはじまり、
今年は新型コロナウイルスの
感染防止対策を講じながら
募金活動を行いました。
募金にご協力いただき
ました皆さまには心より

学校募金（大聖寺高校）

お礼申し上げます。

学校募金
開催日

金額 58,945 円
開催会場

10月20日（火）～23日（金） 大聖寺高等学校
10月26日（月）～30日（金） 動橋小学校
10月28日（水）

庄小学校

11月 2日（月）～ 7日（土） 大聖寺実業高等学校
11月 9日（月）～10日（火） 錦城小学校
11月16日（月）

橋立小学校

11月16日（月）

橋立中学校

11月20日（金）

分校小学校

街頭募金（バロー大聖寺店）

街頭募金（マルエー大聖寺店）

ありがとう
ございます

令和２年度 加賀市社会福祉協議会

！
賛
｢ 助会員 募｣ 集
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。

【賛 助 会 員 】 （ 個 人 ・ 団 体 ）
〈会費〉１、０００円（一口）
……

助会員

（令和２年９月１日〜

月

日） 敬
※称略

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。

賛
動橋・分校地区民生委員児童委員協議会
山中地区民生委員児童委員協議会
１名

野村登喜子
匿名

あなたの住む地域の福祉活動に活かされる

第
日、石川県地場産業振興センターにて、

石川県社会福祉大会

回

月

名２団体の方々が表彰されました。

回 石川県社会福祉大会が開催され、加賀市

から、

第

佐藤
和美

泰美

石川県知事表彰

加藤
京子

福田真奈美（民生委員児童委員）

（サンライフたきの里）
（サンライフたきの里）

淳子

（相談支援事業あいりす）

鳥井明日香

（ケアハウス山代温泉ヴィラ）

赤澤さゆり

昌恵（オープンセサミ錦城）

石川県社会福祉協議会会長表彰

（庄地区社会福祉協議会）

上出加喜子

石藏

惠

喜多

（サンライフたきの里）

清水

（サンライフたきの里）
宮下

（ケアハウス山代温泉ヴィラ）
舛谷百合子
（山代温泉ほっと篤寿苑）

利英子

池下

紀男（ボランティア）

（山代温泉ほっと篤寿苑）

福島生衣香

智（夢ファクトリーえん）

真由子（夢うさぎ）

（南陽園グループホーム事業）

史子
長清真裕美（慈妙院加賀）
辻

中西
真澄（兎夢創家）

吉村和可奈（夢うさぎ）
正弘（ボランティア）

有紀（慈妙院加賀）

地区社会福祉協議会が取り組んでいる活
動に、見守り支えあいネットワーク、敬老

谷口

直也

小原

会、高齢者サロン、福祉協力員設置などが

田中

吉田

辻

ライリッシュオカリナ連盟

髙橋

（小規模多機能ホームはしたて）

ささえあい寄付金

27
23

あります。このような活動に活用できるも
のとして、ささえあい寄付金があります。
市社会福祉協議会が受付しますが、寄付
金の一部を地区社会福祉協議会活動に助成
する制度です。

金明地区社会福祉協議会

おでかけ号とは、体の不自由な方で単独での公共交通機関の
利用が困難な人を対象に、車いすで乗車できるスロープ車を
利用し送迎するサービスです。

69 10

69
（加賀市社会福祉協議会）

0761-72-1500

TEL

加賀市社会福祉協議会

30

お世話になった地域の福祉活動を支える
目的にご協力をお願いします。

詳しくは、下記までお問い合わせお願いします。

11

おでかけ号（車いす利用者送迎サービス業務）運転手の募集

ボランティア掲示板

福祉出前講座 みんなでやさしいまちづくり教室

からのお知らせ

個人宅や施設へ出向き、高齢者の方々、孤独な生活を送っ

ている方のお話し相手となる活動を行っていましたが、新型

コロナウイルス感染拡大防止の為、訪問傾聴を休止しました。

新たな取り組みとして、電話

にて傾聴を始めることになり

ました。訪問傾聴に比べ短い

時間ですが、「お話を聞いて

寂しかったので良かった」と

来年２月に予定しておりました「第 回ボラン
ティアの集い」ですが、新型コロナウイルス感染
拡大防止の観点から、関係者の方々の健康と安全
を最優先に考え、誠に残念ですが、やむなく中止
とすることといたしました。何卒、ご理解賜りま
すようお願い申し上げます。

たいへん喜ばれています。

●
市内の小学校へ出向き、障がいのあ
る方が講師となって、障がいについて
理解を深める講座を実施しております。
今年度は視覚に障がいのある人の生
活への理解、車いすを利用している人
への理解、心の健康の講義を行いまし

傾聴ボランティア かが

ボランティアの集い
中 止のお知 らせ

もらえて嬉しい」、「１人で

10

たが、新型コロナウイルス感染拡大防

視覚に障がいのある人の生活への理解
心の健康の講義

止の為、一部中止となった講座もあり
ました。

車いすを利用している人への理解

サロン
ひとり暮らし、家の中で過ごしがちな高齢者等

感染拡大傾向になった場合には、開催を中止に

と住民が、自宅から歩いていける場所に気軽に集

したり、その状況に応じて対応をしていますが、

まり、ちょっとの時間お茶を飲みながらみなさん

参加される方には、以下のことをご留意いただき、

でおしゃべりを楽しみ、仲間づくりをする地域の

活動していますので、関心のある方は参加してみ

交流の場がいきいきサロンです。

て下さい。

新型コロナウイルス感染を防ぐため、外出をあ

参加が難しい場合は、運動（自宅でできる範囲

まりせず家にこもると身体活動量が減るため、生

内でちょっとした運動）、栄養（バランスの良い

活が不活発になりがちになり、身体や認知機能が

食事など）、社会参加（家族や友人などと電話や

低下し、要介護状態や寝たきりになる恐れがある

メールなどを利用して

と言われています。

の交流など）を意識し

そのため、コロナ禍ではありますが、感染予防

て、新型コロナウイル

を行ない（三密を避ける、「手洗い」「マスクの着

ス感染から身を守りな

用」「人と人との距離の確保 」）感染状況などを

がら元気に過ごしま

考慮しながらサロンを開催し、介護予防に取り組

しょう!

んでいます。

サロン等の通いの場へ参加するための留意点
● 毎日、体温を計測し、体調を管理しましょう
● 体調の悪いときは休みましょう
● 症状がなくてもマスクを着用しましょう
● こまめに、水とせっけんで丁寧な手洗いを心がけましょう
● １時間に２回以上は換気をしましょう
● お互いの距離は、互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上空けましょう
● 会話をする際は、正面に立たないように気をつけましょう

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。

ホームページアドレス▼

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。

加賀市社会福祉
協議会ブログ
（一杯のコーヒーから）▼

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。

児童センターブログ▼

就労継続支援B型「アットワーク」
アットワークの里いも祭り

白山比咩神社などへの見学

11月17日、小春日和の午後、山中温泉菊の
湯前にて「アットワークの里いも祭り」を開き
ました。
１年間の感謝の気持ちを添えて、里いもやサ
ツマイモ・キウイフルーツ等を100円でふくろ
詰め放題で販売したところ、地域の人たちや観
光客の皆さんでアッという間に売り切れとなり
ました！

11月19日、日頃アットワークに通う利用者
の皆さんと職員の親睦を深める意味で、「白山
比咩
比咩神社や太鼓の里と獅子ワールド館」の見学
に出かけました。
当日は晴天に恵まれ、秋の鶴来路を、14名
でわきあいあいと、紅葉狩りを兼ねて楽しい一
日を過ごしてきました。

そこで一句、

そこで一句、

べに

我もまた 詰めてつめてと 紅はるか

こうべ

紅葉狩り 頭を垂れて 比咩の神

さい
だ
く
て
来
に
ー
タ
ン
セ
山中 総合 福 祉
山中総合福祉センター１階ロビーの、マッ
サージチェアーが新しくなりました。１回
15分100円です。各部分強弱は５段階もあり、
自分仕様のマッサージを選べます。電位治療
器スカイウェル（ヘルストロン）とともに、
皆さんの健康な体づくりにご利用ください。
また、どなたでも自由に演奏で
きるピアノが、入り口から見える
窓側に配置されました。10年前
に廃園となった山中幼稚園で使わ
れていたもので、廃棄も検討され
ましたが、「山中ゆざやピアノ」
としてよみがえりました。ぜひ弾
きに来てください。

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。（令和2年9月1日～11月30日）※敬称略

ご

寄

錦城中学校ボランティア委員会

付

ベルマーク

おたっしゃサークル若葉クラブ
河南町 岡部 典子

㈱きだち

5,000円

故 谷村 榮子

100,000円

㈱夢グループ 代表取締役 石田 重廣
1,370円
匿名 ２件

110,000円

松が丘 安原 憲和

松が丘 安原 憲和

美谷が丘 西野 貴哉

大聖寺南町 畦地 昌子

三谷商工振興会

新保町 谷本 昭

大聖寺南町 畦地 昌子

匿名 ２名

三木町 山崎 勉
加賀市リハビリ友の会

そ

曽宇町 宮川 孝子

プルタブ

の

他

北陸銀行 山代支店
小松市 那谷小学校

山中温泉地区まちづくり推進協議会
マスク100枚

動橋町 中道 かおる
白山台 水野 久榮

分校町町内会

大聖寺本町 畝村 直久

NPO法人 かもママ

大聖寺福田町町内会

片山津老人福祉児童センター

別所町 田畑 勝治

片山津地区民生委員児童委員協議会

湖城町 森 憲次

エコバック 11個

南郷町 谷 邦子

皮キーホルダ 8個

東谷口地区会館
山代温泉３区 前田 恵美子
熊坂町 横谷 和美
河南高砂会

バック（刺繍入）12個
巾着（刺繍入） 9個

ハーバリュムボールペン 8個

作見地区社会福祉協議会

ウエストポーチ 1個

大聖寺老人福祉児童センター

腕ぬき 1個

河南町 河村 春美
NPO法人 福寿草の郷

フラワーショップミッシェル

㈱酒のカワサキグループ

河南保育園

清心こども園

山代温泉第19区

花苗ビオラ 30株

山中温泉上野町 内藤 一枝

山代温泉慈妙院

花苗なでしこ 20株

山中老人福祉センター

やくおうえん

松が丘 安原 憲和

古切手

山中温泉菅谷町 向出 幸江

作見保育園

大聖寺南町 畦地 昌子

古切手

山中温泉河鹿町 佐藤 房子

大聖寺菅生町 西 良子

匿名

古切手

山中温泉白山町 浦嶋 トヨ子

庄保育園

匿名

古切手

山中温泉緑が丘町 中川 明美
山中温泉菅谷町 伊東 絹子
中代町 堂北 満利子
加賀市立河南小学校
潮津町長生会

花苗パンジー 35株

天日町 池田 陽一
山中温泉南町 新宅 羊子
山中温泉本町 墨屋 栄子
匿名 13名
合計 208,818ｇ

石川県市町村職員等ライフプラン協会 寄贈
石川県市町村職員等ライフプラン協会より225,000円の寄付を
いただき、非接触検知器・加湿空気清浄機・飛沫感染ガードフェンス
を購入させていただきました。これらの寄付物品は新型コロナウィ
ルス感染防止対策として使用させていただきます。ありがとうござい
ました。

１月から３月の 行事予定

大聖寺 児童センタ－

TEL 73 - 2802

● 1月9日（土）14：00～

片山津 児童センタ－

TEL 74 - 8513

● 1月16日（土）14：00～

つくってあそぼう

つくってあそぼう！

牛乳パックで万華鏡を作ろう!!

何をつくるかお楽しみにね！

● 2月13日（土）13：30～

ニュースポーツであそぼう
何をするかは、おたのしみに☆

● 1月30日（土）14：00～

節分のつどい
● 3月6日（土）14：00～

● 3月13日（土）14：00～

卒業おめでとう会

つくってあそぼう

卒業

おめでとう

ひな祭りにちなんだ楽しい工作をするよ！

山 代

児童センタ－

TEL 76 - 2405

つくってあそぼう

身近な素材を使って、羽子板やコマを作ろう
● 1月30日（土）14：00～

節分や豆まきにちなんだゲーム遊びで楽しもう
● 2月6日（土）14：00～

～りんごのカップケーキ～

● 3月25日（木）14：00～

作 見

TEL 74 - 7234

新春和菓子づくり

本格的な上生菓子を教わります
● 2月13日（土）14：00～

節分のつどい

ぼたもちづくり

児童センタ－

● 1月9日（土）14：00～

● 1月6日（水）14：00～

手作りおやつ

動 橋

バレンタインクッキング

かわいいチョコスイーツをつくろう
● 3月6日（土）14：00～

春の和菓子づくり

春のおいしいお菓子をつくります

お彼岸のぼたもちを作ろう

児童センタ－ TEL 72 - 8668

● 1月30日（土）14：00～

節分の集い

山 中

児童センタ－

TEL 78 - 3536

● 1月16日（土）14：00～

旗源平と投扇興

● 2月27日（土）10：00～

ふれあい陶芸教室

● 3月6日（土）10：00～

スライムを作ろう

● 1月30日（土）14：00～

節分の会
● 3月13日（土）14：00～

お別れ会

● 3月13日（土）14：00～

お楽しみ会

児童センター予定にかかる注意事項
新型コロナウイルス感染症に伴い、予定しております行事を中止する場合が
あります。あらかじめご了承願います。

