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支え合いマップとは…要支援者とその人に関わっている人を線で結び、生活・福祉課題や課題解決のヒントを
発見できるツールです。（写真はマップインストラクター養成講座での場面です。）

発行日／平成２５年２月１日

孤立を防ぐ、地域支え合いマップづくりがスタート！

助け合い・支え合い・みんなが輝くまちづくり



平成24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24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２４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　様 輪島市民生委員児童委員会協議会　様

特別会員 賛助会員

平成２４年度の会費（平成２５年１月現在）

総額 ２,164,20０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
１８８，７００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
１，９７５，５００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
3,551
1,005
430
503
938
360
495
239
2,353
9,874

実績額（円）
706,400
201,000
86,000
100,600
187,600
72,000
99,000
47,800
475,100
1,975,500

平成２4年度
特別会員・賛助会員を紹介します
平成２4年度
特別会員・賛助会員を紹介します

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

　新年あけましておめでとございます。
　皆様方には、希望に満ちた新春をお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。日頃よ
り、輪島市社会福祉協議会の事業並びに諸活動に対しましては、温かいご支援を賜り、
心から感謝申しあげます。
　さて、社会・経済情勢が激動している中、社会福祉を取り巻く環境も、年々厳しさを増
しています。高齢化の影響はもとより、少子化の進行による「人口の減少」の始まりは、将
来の社会生活に深刻な影響を及ぼすものと考えられます。
　地域から子供の姿が減少する一方で、高齢者が増加し、防犯、防災などの自主的な
住民活動をはじめ、集落という共同体の維持さえ困難な状況が生じる可能性があります。
　こうしたなか、輪島市におきましても、日常の生活を維持していく為に不可欠な「買い物」
や「見守り」といった生活の基盤的支援は、喫緊の課題です。

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

　社会福祉協議会といたしましても、福祉面から地域支援に取り組んでまいります。
　本年も役員一同、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指し、精進する所存でございますのでさらなるご
協力をお願い申しあげます。
　結びに皆様方の益 の々ご健勝とご多幸を心から祈念致しまして年頭のご挨拶といたします。
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TEL ０７６８－２２－８０３１

　教　室　　（参加自由）卓球教室・将棋教室
クラブ活動　（登録制）手話であ・そ・ぼ
　　　　　　　　　　ハンドベルクラブ
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

●●● 輪島市児童センター ●●●
TEL ０７６８－４２－３１６６

　教　室　　（参加自由）サッカー教室
　　　　　　　　　　　バスケット教室
クラブ活動　（登録制）ダンスクラブ
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

●●● 輪島市もんぜん児童館 ●●●

安心して子どもたちが遊べる
　　　健全育成事業をしています
安心して子どもたちが遊べる
　　　健全育成事業をしています

子どもたちが集まるところ！児童センター・児童館は地域の交流拠点

今年もたくさんの子どもたちの来館をまっています‼

● ● ●  放課後児童クラブ（学童保育） ● ● ●
　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。

■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２４年度現在

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

ハロウィンパーテ
ィー

ハロウィンパーテ
ィー

メダカ大きくなっ
てね

メダカ大きくなっ
てね

カルタ取りカルタ取り

うれしいおやつタ
イム

うれしいおやつタ
イム

宝来作り宝来作り

クリスマス
リース作り
クリスマス
リース作り

おしごとたいけん
 in 輪島

おしごとたいけん
 in 輪島

宿題がんばるぞ宿題がんばるぞ みんなであそぼう
！

みんなであそぼう
！

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。

あそびにきてね！
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２　つながる しくみ づくり
　 安心安全なまちづくり

☆石川県防災訓練に参加
　9月2日㈰サンアリーナにて実施　「災害ボラセン」設置訓練
《協力団体》　県災害ボランティア協会、日赤、県ボランティアコーディネーター
協会、輪島市民生委員児童委員協議会、輪島市ボランティア連絡協議会等

☆こどもの防災教育
　11月25日㈰門前会館にて実施　イザ・カエルキャラバン！
　子ども達が、遊びながら災害時に必要なさまざまな「技」を楽しく学びました。

　 相談体制の充実
☆電話訪問「おたっしゃコール」事業を新設
《対象》　75才以上の一人暮らしで希望される方　　《回数》　月2回
傾聴ボランティア講座修了生がお電話でお話します。
《利用者の声》　ありがたく思っています。強い心を持っていても、一人暮らしな
ので心細い時もある。これから、外に出る事も少なくなる季節で、自分がうつ状
態になり、そんな時、電話がかかってくると嬉しい。

☆保育園児健康管理サポート事業
《内容》　看護師が対象保育所に訪問し、保育園児の健康管理について保育士
の相談を受けます。

３　つながる 場 づくり
　 集える場づくり

☆門前ふれあいサロンの開設
　門前支所では月1回ふれあいサロンを開設しました。
《サロンの内容》　調理実習、太極拳、バス遠足、手工芸等　内容については、参加
者がやりたい事を参加者がまちの先生になり楽しんでいます。
《評価委員からの提案》　地域で集えるサロンが平成25年は増えると良いですね。
☆災害ボランティアの会
　東日本大震災が起きた時、私達に出来る事を自分たちで考え、今でも支援を続
けています。(毎月１回開催)

☆ふれあいプラザ二勢「ふれあいバザー」
　二勢地域住民の方と一緒にイベントを企画、今年はバザーを行い、収益金を陸
前高田市に贈りました。

☆各児童クラブ・児童館
　地域の方と夏まつりや高齢者とのふれあいイベント等も実施しました。

☆高齢者と障害者のさわやか運動会
　今年は地区別競技も取り入れ盛り上がりました。
《評価委員からの提案》　平成25年度は地域密着型の施設にも参加を呼びかけ
てみてはいかがでしょう。

☆傾聴ボランティアフォローアップ研修
☆生活・介護支援サポーター養成講座
☆除雪ボランティア「スコップ隊」の登録
☆暑中見舞いでボランティア！
　輪島地区に住む75歳以上の一人暮らしの方へ絵ハガキを描いてお届けしま
した。
☆ボランティア講座の開催「消しゴムハンコでお年玉ポチ袋
　作り」
　消しゴムハンコの彫り方や道具の使い方を学び、オリジナルのポチ袋を作り
ました。
☆ボランティアフェスティバル輪島　11月17日㈯門前会館にて  118名参加
《内容》
ボランティアによる舞台発表や手作り雑貨・お菓子などの販売、喫茶、食事（スープカレー、おにぎり、大豆あめ）を楽しみな
がらお喋りをして交流。

　 ボランティアセンターの充実

４
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みんなが自分らしく　くらせる　まちみんなが自分らしく　くらせる　まち

今年度4月から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。

１　つながる 人 づくり
　 まちの先生を見つける

☆ふれあいこどもフェスティバルの開催
　おしごと体験
《日時》　10月14日㈰　　《会場》　輪島市ふれあい健康センター
◉実施職業:市役所・消防署・テレビ局・朝市・警察署・ハローワー
ク・銀行・保育所・美術館・パン工場・カフェ・クラフト工房・
アルバイト等

※市内の各種団体にご協力をいただき、当日は大人から子供まで
400名近くの参加がありました。今回、多種多様な職種を子ども達
が体験できたことが大きな成果だと思われます。

《評価委員からの提案》　来年は、輪島らしい季節の食べ物も体験さ
せたい。

　 地域の世話人さんの発掘
☆地域支え合いマップインストラクタ―養成事業
《日時》　12月10日～2月25日(5回講習会を開催)
　50世帯をキーワードに地域のマップを作成し、ご近所の支え合
いを考えるマップインストラクタ―の養成講座を開催し、専門職員
を含め30名近くの方が受講しました。
《評価委員からの提案》　今後、このマップ作成をどう地域福祉活
動計画に展開していくかが大きな課題。

☆老人クラブの会員を対象に「助けられ上手講座」を
　開催しました。
《日時》　12月17日㈪
　　　　クラブ会員55クラブ97名、福祉関係者18名
《参加者の声》　これまで助けられる事はできるだけせずに、人を
助ける事が良い事であると考えていました。しかし、先生の講座を
受けて、「助けて欲しい」と声に出す事も大事な事だと気付かされま
した。なかなかこれまでの常識を変える事は難しい事ですが、高
齢化社会では声に出し助け合う事が必要だと思います。自分らしく
地域で最後まで頑張って生きる為、これからは「助けられ上手」に
なりたいと思います。

～輪のように　ずっとつながる　まちづくり～

２　つながる しくみ づくり
　 安心安全なまちづくり

☆輪島市災害ボランティア現地本部運営マニュアル
　3月に完成！
　災害が起きた時、全国から駆け付ける災害ボランティアを円滑に
受け入れるマニュアルを作成する為、局長が座長になり各主団体
と協議を重ねてきました。
　2月2日(土)輪島市災害ボランティアフォーラムで市民の皆様に
ご報告をさせていただきます。
《策定委員の所属団体》　石川県・輪島市・石川県社会福祉協議
会・輪島市社会福祉協議会・日赤石川県支部・航空学園・輪島
市民生委員児童委員協議会・輪島市区長会・輪島青年会議所・
輪島市ボランティア連絡会・輪島市災害ボランティアの会・県災
害ボランティアコーディネーター協会



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
居宅介護支援事業者とは

　居宅介護支援事業者とは介護保険制度によっ
て設立されたもので、ケアマネジメント（居宅介護
支援）を実施する事業者のことを言います。

私たち社会福祉協議会のケアマネジャーは
利用者の思いに寄り添う仕事を目指します。

居宅介護支援事業者の選び方
◉担当のケアマネジャーは、わかりやすく説明
してくれる。
◉担当のケアマネジャーは、十分な知識を持っ
ている。
◉担当のケアマネジャーの対応や態度が信頼
できる。
◉利用者の意見や苦情を聞いてくれる。
◉利用者の苦情や意見に素早く対応してくれ
る。
◉利用者の質問や疑問に素早
く対応し答えてくれる。

ケアマネジャー（介護支援専門員）とは
　介護の知識を幅広く持った専門家で、サービス
利用するときの相談を受けたり、サービス事業者
との連絡・調整を行い、ケアプランを作成します。

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。

ホームヘルパーに居宅を訪問してもらい、入浴、排泄、食事
などの身体介護や、調理、洗濯などの生活援助を受けられ
ます。

訪問介護事業訪問介護事業

 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。
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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。
　本年は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。
　なお近年、輪島市でも一人暮らしの高齢者の世帯が大変多くなっており地域の方
の助けが必要になっております。私たち老人クラブは友愛の心を持ち地域を見守っ
ていく事を心がけていく所存です。
　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。今日の少子高齢化、核家族化、子育てや介護の不安、そして景気低
迷が進展する状況の中、人々の社会福祉に対する期待もますます高まり、私たちの
活動も住民の方々の思いを大切にしながら取り組んでいくことが重要となってお
ります。
　本年も地域における人と人とのつながりを築き、誰もが住み慣れた地域で安心
して自立した生活が送れる社会の実現に向けて努力し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。

　11月2日㈮に、金沢市の金沢歌劇座にて平成24年度
第52回石川県老人クラブ大会が開催され、県内の老人ク
ラブの育成に功績のあった方々が表彰されました。
　輪島市内の受賞者は次の皆様です。
 石川県老人クラブ連合会会長表彰
四区老人クラブ 会長　田浦　良弘
河原田長寿会 会長　池端　晃
夕陽ヶ丘寿老人会 会長　泉　音松
海士町老人会 会長　伊藤　亘
声明会 会長　天野　百合子
受賞された皆様おめでとうございます。

　10月2日㈫全老
連創立50周年記念
全国老人クラブ大会
が、東京都日比谷公
会堂にて開催されま
した。
　輪島市からは三浦
正俊さんが、老人ク
ラブ育成功労者とし
て厚生労働大臣表彰
を受賞されました。

平成２４年度　全国老人クラブ大会 平成２４年度　石川県老人クラブ大会

◉平成２４年１１月１６日㈮　厚生労働大臣表彰
　河原田地区民生委員児童委員協議会
　会長　水戸　修補

◉平成２４年１１月１４日㈬　石川県知事表彰
　輪島地区民生委員児童委員協議会
　会長　上畠　忠雄

　今後の予定　　◉市民児協会長会議の開催（毎月1回）　◉各地区定例会の開催（毎月1回）

　今後の予定　　◉能登北部地域ボランティア研修会（2月21日）
　地域の皆様に、ボランティアに関するホットな情報をお届けするため、ぬくもりかわら版を年2回発行して
おります。
　次回3月1日発行を予定しています。ボランティアの情報が盛り沢山になっていますので是非ご覧ください。
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◆一般寄付金◆
◆ ◆

（平成２４年９月２１日から平成２５年１月２１日まで）（平成２４年９月２１日から平成２５年１月２１日まで）

大阪輪島会　様　………… １００，０００円
輪島市グランドゴルフ協会 門前支部
　　　　　　　　……………… ６，０００円

サンフラワーマリヤマ門前店　… ３０,５４３円
サンフラワーマリヤマ門前店　… １６,３１３円
匿名の方　………………………… ２０，０００円

◆物品寄付◆
◆ ◆

匿名の方　………………　ハガキ 匿名の方　………………　お手玉

◆収集ボランティア◆
◆ ◆

輪島市役所　様
㈱宮地組　様
能登北部保健福祉センター　様
興能信用金庫　様
小磯組　様
浜田　敬子　様
鈴木　徳子　様

安藤　順祐　様
水守　明子　様
徳野　喜一郎　様
杉窪　厚子　様
東福　和子　様
その他
匿名の方

上田農園　様

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。

ふれあいプラザ二勢・筋力向上トレーニング教室
　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
とし運動器の向上を目指し生活の質も向上させます。リハビリテーション
の新しい方法で、パワーリハビリとも呼ばれます。

　開　催　　月・木コースと火・金コース
　　　　　　午前の部　10時15分～11時45分
　　　　　　午後の部　14時00分～15時30分
いつでも見学にお越し下さいませ。詳しくはふれあいプラザ二勢（連絡先 ☎23-0080）まで
お問い合わせ下さい。

成年後見制度 輪島市ではどうなっていますか
　住み慣れた地域で、自分らしく、安心して暮らせるよう、成年後見制度について理解を深め
ましょう。
　成年後見利用支援事業での研修会は今回が最終回となります。輪島で何ができるかをみ
んなで考えましょう。ぜひご参加下さい。

　研修会　　日時：平成25年2月14日㈭　午後1時30分から午後3時30分まで
　　　　　　場所：輪島市文化会館５階　商工会議所　研修室
　　　　　　演題：『地域にチームメイトをつくる　市民後見の可能性』
　　　　　　講師：富山福祉短期大学　社会福祉学科　准教授　根津　敦　氏
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