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昨年、募集させていただいた、輪島市社会福祉協議会のマスコットキャラクターが決定し、１月２４日（火）、ふれあい健康セ
ンターにおいて表彰セレモニーを行いました。詳しくは４ページをご覧下さい。

発行日／平成２４年２月１日

輪島市社会福祉協議会
マスコットキャクラクター



平成23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23年度  社協会費納入に
ご協力ありがとうございました
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２３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
●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　様 輪島市民生委員児童委員会協議会会員　様

特別会員 賛助会員

輪島市社会福祉協議会
平成２３年度の会費（平成２４年１月現在）
総額 ２，２２１，７５０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 １８７，７００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
２，０３４，０５０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
3,590
1,014
420
514
950
361
498
244
2,584
10,175

実績額（円）
718,000
202,800
83,900
102,800
190,000
72,200
99,600
48,800
515,950
2,034,050

平成２３年度
特別会員・賛助会員を紹介します
平成２３年度
特別会員・賛助会員を紹介します

　新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。日頃は何
かと社協の事業に対し、深いご理解とご協力を賜わり心から感謝申し上げます。
　さて、今後５年間の地域福祉活動の指針を決める「地域福祉活動計画」の年度内
策定に向けて、関係者の皆さんの多大なご協力をいただいております事に対しオリジナ
リティの濃い、又、内容のある計画が出来上がることと期待致しております。
　期しくも、石川県による「福祉支援計画」、輪島市による「地域福祉計画」も同時に今
年度中に策定予定です。この３つの計画の完成により、今後益々、地域福祉の充実に
向けて、歩みを進めて行きたいと思いますので皆様方のご協力を賜りますと共に併せ
てご健勝を心から祈念申し上げましてご挨拶と致します。

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

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
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輪島市老人クラブ連合会
　日頃は当連合会の活動に深いご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
昨年は「全国老人クラブ大会」が金沢で開催され、会員の皆様並びに関係各位にご
協力を頂きました事を感謝申し上げます。
　本年も生きがいと健康づくりを目指し、地域で共に楽しみ、互いに支え合う仲間づ
くりの輪が広がるよう皆様と共に活動していきたいと思います。
　今後とも皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

あけましておめでとうございますあけましておめでとうございます

会長　田浦　良弘

輪島市民生委員児童委員協議会
　日頃は、輪島市民生委員児童委員協議会の活動に、ご理解ご協力を賜り厚くお礼
申し上げます。本会の会長という重責を背負いながら昨年は、大震災の支援活動に始
まり高齢者の見守り活動などを中心に地域福祉活動を推進してまいりました。
　本年も皆様方のご協力をいただきながら、人と人の絆を深め、安心して住み続ける
ことができる地域社会づくりの貢献に努めてまいります。今後ともよろしくお願い申し上
げます。会長　谷内　峻

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正に保護、管理
致します。

介護に関するご相談はケアマネまで（介護安心センター）
おむつ交換や調理など、ヘルパー利用の時（ヘルパーステーションほほえみ）

介護支援室 ☎２２-９８３８（介護安心センター・ヘルパーステーションほほえみ）

◎有償運送サービス（歩行困難者の通院）

　（視覚障害により移動が困難な方の外出及び外出先において必要な排泄、食事、代筆、
代読などの援助）

◎同行援護のサービスが利用できます。（ヘルパーステーションほほえみ）

　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行ないます。
　ご利用の際は、距離に応じた利用料がかかります。

介護支援室介護支援室

■ 平成23年度 全国老人クラブ連合会会長表彰 育成功労表彰
 輪島市老人クラブ連合会　顧問　三浦正俊
■ 石川県老人クラブ連合会会長表彰 育成功労者
 上三井老人クラブ　　　　会長　谷口幸正
■ 輪島市老人クラブ連合会会長表彰 永年勤続単位クラブ会長
 駅前松寿会　　　　　　　会長　谷内孝吉
 大東クラブ第一　　　　　会長　光谷定靭

表彰を受けられました。
おめでとうございます。

（敬称略）
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輪島市社会福祉協議会では「地域福祉活動計画」を作成中です。
住民のみなさんの「ふだんの　くらしを　しあわせに」を実現するために、どのように取り組んでいっ
たら良いかを聴き、考え、輪島市の福祉計画と連携しながら計画づくりしています。

社会福祉協議会では子どもからお年寄りまで幅広い世代の方々に地域福
祉を知ってもらいたいと思い、住民の皆様に愛されるマスコットキャラクタ
ーを募集しました。140点もの応募があり、選考委員会に於いて、厳正なる
審査を行い、最優秀賞、佳作賞がきまりました。

地域福祉活動計画ワーキング部会
構成/社会福祉関係団体代表者、市関係課職員、社協職員等１５人（計画素案の検討、他計画
施策との整合調整）

ただいま　進行中！ただいま　進行中！

マスコットキャラクター決定！！マスコットキャラクター決定！！

◎住民のみなさんの参加・参画により、生活実感のある計画をめざします
《輪島市地域福祉計画委員会による策定の流れ》

地域福祉活動計画検討委員会
構成/市関係課課長、社協事務局長６人（他計画施策との整合調整他）

地域福祉活動計画策定委員会
構成/学識経験者、住民代表、社会福祉関係団体代表（計画素案の策定他）

輪島市社会福祉協議会　理事会評議員会

これから部会
構成/住民代表、社会福祉関係団体代表者他１１人
内容/現状把握、課題の整理

良いとこ探し部会
構成/住民代表、社会福祉関係団体代表者他１１人
内容/現状把握、課題の整理

たくさんの応募いただき、あ
りがとうございました。小学
生も「“ふくし”ってな～に？」
と質問しながら、一緒に考
え、参加しました。

最優秀賞：「ふくし　あいちゃん」澤田慎一郎さん（３８歳・介護施設勤務）
佳作賞：「輪ちゃん・和みちゃん」山上夏歩さん（１７歳・高校生）
最優秀賞：「ふくし　あいちゃん」澤田慎一郎さん（３８歳・介護施設勤務）
佳作賞：「輪ちゃん・和みちゃん」山上夏歩さん（１７歳・高校生）

ふくし　あいです。
よろしくね！

《キャラクター説明》
　社協キャッチフレーズ「ふだんの　くらしを　しあわせ
に」をみて思いついたのですが、ふくしあという可愛らし
い花があるので、それをモチーフにしてみました。
　ふくしあの花言葉には「暖かい心」「信頼」「交友」などが
あります。福祉を推進していく上で土台となるものは、まさ
しくその花言葉のようなことや愛情、思いやり、優しさと
いうイメージがあるのでハートをつけてキャラクターの名
称は「ふくし　あいちゃん」です。
　ふくしあには、色々なカラーがありますが、このふくしあ
の花の色から名付けられたフクシアというピンク色に近
い色で描いてみました。

４



私たちのまちづくり大作戦私たちのまちづくり大作戦

ワーキング委員会、検討委員会で 社会福祉協議会の自主研修会で

輪島市地域福祉活動計画に
寄せられたご意見 1,825件 （平成２３年１２月１２日現在）

ポストイットで
みなさんの
声を集めました

子育て中の若い
世代や先輩ママ
の意見から

民生委員児童委員、
老人会の研修会で
聞きました

ボランティア
フェスティバルの
しゃべり場で

地域福祉活動計画
委員会では各種団
体の代表の方たち
が意見を出し合い
ました

これから
こうあったら
良いと
思うこと

今までの
良かったこと

皆さんの声をまとめ、検討し、体系づくり中皆さんの声をまとめ、検討し、体系づくり中

いろいろな地域で、様々な方々からご意見や思い、
希望などを伺いました。

いろいろな地域で、様々な方々からご意見や思い、
希望などを伺いました。
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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

子どもの日々の心の動きに気を配り、一人一人を受け止めてくれ
る指導員がいます。
「仲間作り」ができます。共同生活の中で友達を思いやり、時にはけ
んかをしながらも育ち合うことができます。

鳳至、鳳至第２、河井、大屋、大屋第２、鵠巣、三井、河原田、もんぜん、南志見鳳至、鳳至第２、河井、大屋、大屋第２、鵠巣、三井、河原田、もんぜん、南志見

～家庭のように安らげる放課後の居場所～

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
月曜日～金曜日（８：３０～１８：００）
※春・夏・冬休み中の土曜日は閉所

開所時間

帰所・宿題
自由遊びや取り組み おやつ 帰宅片付け

そうじ

下校時 １６：００ １８：００

第１・３・５土曜日
春・夏・冬休み中の土曜日
お盆・年末年始

休所日

●通常保育

登所・学習 自由遊び 昼食 遊びや取り組み おやつ 帰宅片付け
そうじ

８：３０ １６：００ １８：００

●１日保育
１２：００１０：００

入所式

宿題をしまーす！

オセロ大会

クリスマスに
ケーキを作ったよ

宿題がおわったら
さぁあそぼう！ たのし～い

雪遊び！

ひなまつり！

手作りおやつです！

のり巻きに初挑戦！

夏のお楽しみ会！ 水あそび！

おいも大きく
なったかな？

「おには～外！
ふくは～内！」

今日のお昼は
そうめん流し！

児童クラブの
生活

昼間のきょうだいたちが１年を通して児童クラブでいろいろな体験をします。昼間のきょうだいたちが１年を通して児童クラブでいろいろな体験をします。

制作

放課後児童クラブ（学童保育）放課後児童クラブ（学童保育）
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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

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
からくりこいのぼり作り
あそびのウォークラリー
スライム作り…など

　東京・青山こどもの城合唱団160人が8年ぶりに輪島にやっ
て来ました。子ども達のエネルギーに満ちあふれた歓声と愉快
なリーダースシアター（朗読劇）が上演され、輪島市児童セン
ターの「手話であそぼ・ハンドベルクラブ」やもんぜん児童館
の「ダンスクラブ」も友情出演して、コンサートを盛り上げまし
た。輪島市内の保育所の園児・児童クラブの小学生をはじめ、
約1,000人の観客が素敵な歌声に酔いしれました。こどもの城
合唱団は、輪島滞在中に特別養護老人ホーム“みやび”でミニ
コンサートをしたり、輪島大祭のキリコを担いだり、輪島にたく
さんの感動とさわやかな風をのこしていきました。

　コンサート後は合唱団メンバーと手話やハンドベル
の子ども達で交流会をして、輪島塗の器でカレーライス
やサラダを食べました。輪島塗の器の素晴らしさを合唱

団の皆さんに知っていただくだけでなく、輪島の
子ども達も輪島塗の良さを知る機会になりました。

ふうせんバレー大会
暑中見舞いでボランティア
七夕会
おばけ大会
ガラスのびんに絵を描こう…など

お月見団子作り
まわる万華鏡作り
さつま芋のおやつ作り
ドッチボール大会
オセロ大会…など

クリスマスリース作り
人間すごろく大会　
朝市で買い物をして料理を作ろう
凧作り
フェルトのマスコット作り…など

●● ● 児童センター・児童館の主な年間行事 ● ● ●

東京・青山こどもの城児童合唱団コンサート ＩＮ わじま

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

～音楽が伝える感動と子ども達の力が輪島市文化会館に！～　平成23年8月22日
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ふれあいプラザ二勢ふれあいプラザ二勢

　暖かかったり寒かったり、気温の変動が激しいですが、みなさん体調を崩していませんか。
　ふれあいプラザ二勢LSA交流会は、出前講座で市職員の方に来ていただきました。パンフレットを見ながら、
悪徳商法についての例を挙げて、誰もが巻き込まれる可能性があること等を聞きました。

　悪徳商法には、いろいろな手口があります。それを知っていれば騙されることは少なくなります。
　参加された皆さんは真剣に話に聞き入り、1時間半があっという間でした。
　二勢団地にも、貴金属の買い取りのセールスが来たり、アフガニスタンの通貨を買わないかとの電話があっ
たそうです。
　ふれあいプラザ二勢のLSA交流会では、今後も輪島市出前講座を通して勉強会を行っていく予定です。

◆一般寄付金◆
東海輪島会　様 ３０，０００円
大阪輪島会　様 １００，０００円
おおぞら農業協同組合　様 ５６，４５０円
匿名の方 １，０００円

輪島市グラウンドゴルフ協会門前支部　様
 １１，８００円
村の地物市　様 １０，３５５円
輪島市建築組合　様 １４，６００円

◆使用済テレホンカード・古切手・プルタブ寄附◆
◆ ◆

◆ ◆

輪島市福祉環境部福祉課　様
鈴木　徳子　様
㈱稲忠漆芸堂　様
塩山板金　様
中田　幸一　様
徳野　喜一郎　様
能登北部保健福祉センター　様
北陸銀行輪島支店　様

輪島屋善仁　様
沢田工業　様
輪島タクシー　様
興能信用金庫新橋店　様
坂口　昌江　様
宮本明文堂　様
匿名の方

端　みどり　様
亀田　操　様
安藤　信子　様
匿名の方

畠中金物店　様
匿名の方

宮下　栄子　様
杉窪　厚子　様

古切手古切手 プルタブプルタブ テレホンカードテレホンカード

プルタブ・古切手プルタブ・古切手

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
（平成２３年８月６日から平成２４年１月20日まで）（平成２３年８月６日から平成２４年１月20日まで）

輪島市社会福祉協議会 登録職員を募集します

詳しくはホームページをご覧ください⇨URL http://www6.ocn.ne.jp/̃washakyo/

　登録職員とは、輪島市社会福祉協議会で臨時（パート）職員として働くことを希望される方にあらかじめ
登録していただき、必要に応じて登録者の中から雇用条件に合う方を選考し採用する職員です。

挨拶のあと、パンフレットを見ながら、いろいろな例を挙げてお話していただきました。

みなさん、市職員の話に真剣に聞き入っています。質問も出ていました。


