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№

「災害ボランティア講座」
防災ゲームクロスワード
～あなたなら

Yes

or

No

どちら～

平成30年３⽉15⽇（⽊）、
健康増進センターにて、
市内ボランティアグループ、
地区社協、ワークショップすず
の約 50 名が災害発⽣時の
⾏動を確認するゲーム
「クロスロード」に
取り組みました。
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平成30年度

社協の予算・事業内容

前期末支払資金残高
4,507千円
補助金・受託金等
17,180千円

助成金等
11,817千円
事務費
31,364千円

会費・寄附金等
10,160千円
その他の活動収入
113,115千円

⼀般会計

当期末支払資金残高
130千円

事業費
44,271千円

収入の部

463,716千円

支出の部
その他の活動支出等
74,999千円

介護保険等
318,754千円

重点目標

ボランティアセンター
・各種ボランティア活動の連絡調整
・運営委員会の開催
・ボランティア講座の開催
災害ボランティアの普及講座

・出前講座
高齢者等疑似体験
生活・介護支援サポーター講座

人件費
301,135千円

１．地域福祉活動計画事業の推進
２．地区社会福祉協議会活動の支援
３．組織基盤の強化

紙おむつ
購入助成券交付事業
（対象者）
・在宅で常時紙おむつを使用
されている方（要介護1～5）
・珠洲市内に住所を有する２
歳０ヶ月以下の乳幼児

・機器の貸出
・ボランティア活動保険の加入促進

登録制

移送サービス
在宅で車いすを利用されてい
る方の通院・買い物等をお手
伝いします。

463,716千円

地域福祉活動推進
・地区社協の活動支援
・地域支えあいマップの作成
・見守りネットワーク活動の
推進

無料

ふれあい福祉相談
ふれあいサロン
地域のみなさんが身近な場所
に集まり、おしゃべりや交流
を楽しむことができる憩いの
場づくりをお手伝いします。

心配ごと相談・法律相談
ひとりで悩まないで社協にご
相談ください。
電話相談可・秘密厳守

在宅福祉サービス
無料

車いすの貸出
在宅で車いすが必要な方に短
期間無料でお貸しします。
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福祉サービス利用支援
判断能力の不十分な高齢者・
障がい者の日常生活をお手伝
いします。

訪問介護１ヶ所、訪問入浴１
ヶ所、通所介護３ヶ所、居宅
介護支援事業２ヶ所、元気の
湯においてサービスを提供し
ます。
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「第３次珠洲市地域福祉活動計画」を策定
（期間：平成 30 年度から５年間）
住民のみなさん一人ひとりが主役となって、各種団体、ボラ
ンティア、事業者、行政などが連携し、制度によるサービスだ
けではなく、人と人とのつながりを大切に、ともに支えあう関
係を築きながら“誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり”
〜泉⾕策定委員⻑から答申〜

の実現を目指して地域福祉活動の推進に取り組みます。

基本理念『支えあい みんなで取り組む 地域福祉』
基本目標 １. みんなでつくる支えあいのまちづくり
２. 安心して暮らせるしくみづくり
３. ふれあいの場づくり

●紙おむつ購入助成券を交付します
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＊対 象 者……在宅で常時紙おむつを使用されている要介護認定者
（介護１～５）、障がい者（児）
※市の紙おむつ助成券との併用はできません。
[平成29年度より対象者が一部変更となっております。要介護1～5]
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＊助 成 額……月 1,200 円（申請月により発券枚数が異なります）
＊申請方法……所定の申請用紙に記入
介護保険被保険者証又は身体障害者手帳・印鑑持参
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＊受付時間……８時 30 分～ 17 時（土・日・祝日可）
＊助成券で購入できるもの……紙おむつのみ

●乳幼児紙おむつ購入助成券を交付します
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＊対 象 者……珠洲市に住所を有する２歳０ヶ月以下の乳幼児
＊助 成 額……月 2,000 円
（出生年月、申請月により発券枚数が異なります。）

＊申請方法……所定の申請用紙に記入
母子手帳・印鑑持参
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～この事業は市民のみなさまから寄せられた募金及び寄附金により行われています～
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あなた の まち の 地区社協
みなさんは、ご自身が住んでいる地域の“地区社協”をご存知ですか？
地区社協では、みなさんの身近な地域で、区長会や民生・児童委員の方を中心に、地域
の特性を生かした様々なふれあい・支えあい・助け合い活動をおこなっています。
今回は、地区社会福祉協議会研修会と日置地区見守りマップ更新をご紹介します。
２月 27 日（火） 輪島

祉協議会
地区社会福
研修会

市の「みんなの保健室わ
じま」
（ショッピングセ
ンターファミィ内）にて、

10地区社協役員・市社協役職員等21名
が参加し、地区社会福祉協議会研修会を開催。
みなぎ

（一社）みんなの健康サロン「海凪」代表 中村悦子氏より、
「地域の中にあったらいいな」の実現をめざして～“みんな
の健康サロン海凪”の役割～と題して、「みんなの保健室わ
じま」の取り組みをご紹介いただきました。
「１人はいいけど独りぼっちにしない！」チーム医療現場
での経験を生かし、地域で食支援や居場所作り、買い物支援
をはじめ、「あったらいいな」のすき間サービスを色々と実
践されています。住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ
るための取り組みについて多くの学びがありました。
３月13日（火）日置
公民館にて、見守りマ
ップの更新作業が行わ

協
日置地区社

れました。
民生委員及び見回り隊の皆さんのご協力のもと、日置地区
内の要援護者世帯等見守り確認や災害時における避難場所等
の情報を共有しました。

今年度も各地区社会福祉協議会は「誰も
が安心して暮らせる福祉のまちづくり」の
ため、地域福祉活動を推進していきます。
地域の皆さまのご理解とご協力をお願い
いたします。
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共同募金にご協力
ありがとうございました
Ｃ

中央共同募金会

寄せられた募金総額 3,188,874円
その他 6件
6,623円

12/15 歳末たすけあい街頭募金
～宝立小中学校生徒会協力～

募集方法結果

街頭募金 1件
15,226円

街頭募金 2件
26,342円

個人募金 2件
15,000円
職域募金 16件
38,037円

赤い羽根
共同募金

歳末
たすけあい募金

3,078,003円

110,871円

戸別募金 5,156件
2,578,350円

その他の募金 10件
84,529円

学校募金 5件
79,767円
法人募金 103件
345,000円

戸別募金地区別
♡宝立
♡上戸
♡飯田
♡直

801 件
403 件
588 件

400,500 円
201,500 円
294,500 円

312 件

155,850 円

♡正院
♡蛸島
♡三崎
♡日置

554 件
477 件
796 件
182 件

277,000 円
238,500 円
398,000 円
91,000 円

♡大谷 428 件
♡若山 615 件

214,000 円
307,500 円

赤い羽根共同募金は、石川県共同募金会へ納めた後、平成30年度助成として珠洲市の地域福祉事業に使われます。

善意をありがとうございます

平成29年12月19日～平成30年3月16日受付
各福祉事業に役立てて欲しいと次のとおりご寄附がありました。

みなさまからの寄付金は、 地域福祉の向上を目的に社協が推進する社会福祉事業に有効に活用させていただいております。

＜寄付金＞
宮野
修（三崎町） 100,000円
労金珠洲支店 地域推進委員会（飯田町）
10,000円
谷内 弘次（宝立町） 50,000円
森元 武一（三崎町）
9,631円
辺床 俊子（若山町） 100,000円
塗谷 幸一（蛸島町） 100,000円
多原 誠章（蛸島町） 50,000円
瀬戸 寛人（三崎町） 100,000円
向
正吉（若山町） 100,000円
仲谷内健悟（若山町） 100,000円
大畠 貞雄（宝立町） 100,000円
中谷 行定（宝立町） 100,000円
横山 建夫（飯田町） 100,000円

谷口 久夫（宝立町） 100,000円
小茂尻久丹子（片岩町） 100,000円
西村
章（正院町） 100,000円
㈱大 丸 （野々江町） 3,000円
鍵主 久男（三崎町） 50,000円
都
修道（折戸町） 100,000円
伏木野 茂（若山町） 100,000円
榎
俊一（東山中町）100,000円
丸山 和男（大谷町） 100,000円
＜プルタブ＞
西鍛治愛華・唯草（野々市市）1.4㎏
三杉運送㈱（三崎町）
0.6㎏
坂口 裕幸（上戸町）
1.8㎏
畑中 荘一（三崎町）
3.0㎏

＜はがき・切手など＞
矢瀬 照子（蛸島町）
三杉運送㈱（三崎町）
㈱プロモート（上戸町）
珠洲市老人保健ビジター会
匿 名
砂山 信一（蛸島町）
田中佳奈子（野々江町）
＜その他＞
匿 名
お米60㎏
匿 名
果物
珠洲市婦人団体協議会
タオル300枚
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相談 は 無料 で、
秘密 は 厳守 いたします。

ふれあい福祉相談

（時間内での電話相談も可能です。）

心配ごと相談

無料法律相談

介護相談

●開催日 : 毎月２日・12日
22日
●時 間 : 午前９時～12時

●開催日 : 毎月第３金曜日
●時 間 : 午後１時30分～
４時00分

介護や福祉サービスに関す
ることなどお気軽にご相談
ください。365日対応。

どんな小さなことでも民生
委員・調停協会委員・人権
擁護委員・行政相談員が相
談に応じます。

財産・相続・土地境界・離
婚など法律に関して弁護士
が相談に応じます。
※要予約

●時

珠洲市家族介護者の会
珠

日頃から、ご家族の介護をされている皆
さんが気軽に参加できる情報交換と交流の
場です。同じ立場で介護をされている皆さ
んとともに、日ごろ抱えている思いを語り
合いませんか？
４月はお花見を計画しています。お誘い
合わせてご参加ください。

●電

珠洲市社会福祉協議会職員募集
●職種・⼈数
●年
齢
●必要書類
●受付期間

介護⽀援専⾨員 １名
59 歳以下（平成 30 年 3 ⽉ 31 ⽇現在）
履歴書（市販）・資格証の写し
平成 30 年 4 ⽉ 13 ⽇（⾦）まで

資格条件等詳細についてのお問い合わせは、
珠洲市社会福祉協議会・総務管理課

●出発場所
●行 き 先
●申込締切
●お問合せ

昼食代 1,000 円（つばき茶屋）
４月 16 日（月）
午前 10 時～午後２時
健康増進センター前
木ノ浦野営場ほか
４月９日（月）まで
珠洲市社会福祉協議会
TEL. 82-7751

ボランティア活動保険

350円

保険料掛金：

天災危険補償タイプもあります。

補償期間

※すでに加入されている方も毎年手続きが必要です。

ボランティア行事用保険
Ａ1⾏事
保険料

1⽇28円

（最低保険料 560円）
（最低加⼊⼈数 20名）

地域福祉活動の⼀環として⾏うボランティアに
関する⾏事におけるケガや賠償事故を補償！

発行日 平成 30 年４月１日
編 集 社会福祉法人 珠洲市社会福祉協議会事務局
〒927-1214 珠洲市飯田町5-9 健康増進センター内
TEL （0768） 82-7751
FAX （0768） 82-8280
URL http://www.suzushi-syakyo.or.jp/
E-mail s.shakyo172051@lime.ocn.ne.jp
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日本国内でのボラン
ティア活動中のケガ
や賠償事故を補償

平成30年4⽉１⽇〜平成31年3⽉31⽇

（1名あたり）

男性介護者
の方も大歓迎
です !

☎ 82-7751 まで

安 心 を 支 え ま す

◆――◆――◆――◆
●参 加 費
●日
時

間 : 午前８時30分～
午後５時30分
話 : 82-7752

