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2 月 19 日（金）日置地区社
会福祉協議会にて見守りマップ
の作成が行われました。

区長・民生委員・見守り員さ
んのご協力のもと、日置地区内
の要援護者世帯等の見守り確認
や、日々変化する情報を共有し
ました。

誰もが安心して暮らせる誰もが安心して暮らせる

福祉のまちづくり福祉のまちづくりをを
お手伝いしますお手伝いします

作成した見守りマップで地域の
ふれあい・助け合い活動を基本と
した福祉のまちづくりを推進して
参ります。

あなたのまちの地区社協あなたのまちの地区社協
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令和 3 年度 社協の予算・事業内容
一般会計

介護保険等
308,771千円

助成金等
7,660千円

人件費
268,883千円

事務費
28,438千円

事業費
41,315千円

その他の活動支出等
62,300千円

補助金・受託金等
18,874千円

会費・寄附金等
7,417千円

その他の活動収入
73,534千円

収入の部
408,596千円

支出の部
408,596千円

重点目標
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

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
・出前講座
　高齢者等疑似体験
・機器の貸出
・ボランティア活動保険の

加入促進

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）
・珠州市内に住所を有する 2

歳 0 ケ月以下の乳幼児

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
・市内社会福祉法人との連携

強化

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。

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。

ふれあい福祉相談

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

無料

在宅福祉サーヒス

訪問介護 1 ケ所、訪問入浴 1
ケ所、通所介護 3 ケ所、居宅
介護支援事業 1 ケ所、介護予
防普及啓発事業（ぱわふる）に
おいてサービスを提供します。

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。

登録制

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。

無料
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にこにこ会
珠 洲 市 家 族 介 護 者 の 会

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しよう。男性介護者の方も大歓迎
です。お気軽にご参加ください。

♦ -- ♦ -- ♦ -- ♦
●対象者：在宅でご家族の介護をされている方、過去に介護経験のあ

る方、介護をサポートしている方、ボランティアさんなど
●参加費：年会費　一人 500 円（お茶代、通信費など）
●日 時：右記参照
●内 容：茶話会、交流会
●場 所：健康増進センター（飯田町 5 部 9 番地）

「にこにこ会」開催⽇
令和3年

４⽉ 15⽇（木）
６⽉ 15⽇（火）
８⽉ 20⽇（金）
10⽉ 15⽇（金）
12⽉ 15⽇（水）
令和 4年

２⽉ 15⽇（火）
10:00 〜 12:00

※⽇程は変更になる場合があります

【お問合せ】珠洲市社会福祉協議会 TEL.82-7751 

【お問合せ】珠洲市社会福祉協議会 TEL.82-7751 

最近、物忘れが多くなった…家族の介護が不安…

ひとり暮らしが心配…など、ひとりで悩んでいませ

んか？同じ立場の方とお話ししませんか。ゆっくり、

のんびりお茶しませんか。一緒に楽しい時間を過ご

しましょう！

どなたでもお気軽に

お立ち寄りください。

対 象 者：認知症のご本人やご家族、認
知症のことで気になる方、地
域のみなさま、ボランティア、
専門職など

参 加 費：一人 1 回　100 円
内 容：歌・紙芝居・茶話会など
定例日時：毎月第 2・第 4 金曜日
 13:30 〜 15:00
場 所：健康増進センター 2 階

令和３年４月１日から介護サービスの利用料が変更となります。

介護保険の改正に伴い、介護報酬の

単価が改定率0.7％を踏まえ、デイ

サービスやホームヘルプサービスの

利用料が変更となります。

【お問合せ】珠洲市社会福祉協議会　居宅介護課　TEL：82-7753

介護サービスの利用料変更のお知らせ

【協力】オレンジサポートクラブ
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珠洲市社会福祉法人連携連絡会（長寿会・弘生福祉会・社協）では、今年度「災害
発生時における相互支援」と題し、栃木県益子町（社福）同愛会　菊池常務理事を講
師にオンライン研修を開催しました。約 40 回線、１２０名が聴講し、平時及び災害
時に法人職員として取組む事例や連携の必要性・支援体制など多くの事を学びました。

一同に内容・情報を共有出来る事は一人一人が同じ方向性に向くというメリットが
あり、今後の展開に多いに期待できるここと思います。

健康づくり・介護予防を目的に、デイサービスなどを利用されていない方（６５歳
以上）を対象に介護予防運動（無料）を行っています。３月末までは元気の湯で行っ
ていましたが、今月からは、最寄りの公民館で実施いたします。
教室は登録制、事前申し込みが必要です。地域ごとに開催日が異なり、月２回まで
の参加となります。内容は、血圧測定、軽体操や脳トレなどを行った後、昼食（実費）
を食べて自由に過ごしていただきます。参加者同士の交流を図り、住み慣れた珠洲
市でいつまでも元気に暮らしましょう。

お申込み・お問合せ

珠洲市社会福祉協議会
☎ 82-7752

「社会福祉法人　同愛会」 作成

社 会 福 祉 法 人 の 力 を 地 域 に
～コロナ禍こそつながりを途切れさせない～～コロナ禍こそつながりを途切れさせない～

ご参加、お待ちしています。
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共同募金にご協力
ありがとうございました

寄せられた募金総額　2,649,128円

〈寄附金〉

濱野　優治（飯田町） 100,000円
竹澤　鉄夫（蛸島町） 100,000円
鍛治谷あや子（正院町） 50,000円
吉森　一夫（清水町） 100,000円
國友　敏広（大谷町） 100,000円
匿名 4,000円
紅谷　松之（蛸島町） 100,000円
田中　重春（蛸島町） 50,000円
藤尾　健治（飯田町） 100,000円
匿名 50,000円
矢瀬　敏彦（愛知県） 100,000円
茂野　美代子（正院町） 50,000円
匿名 50,000円
藤部　浩（上戸町） 100,000円
藪岡　貞雄（上戸町） 100,000円
河前田　利幸（三崎町）100,000円

北濱　一夫（蛸島町） 100,000円
中川　弘栄（宝立町） 100,000円
（株）大丸（野々江町） 3,000円
畠山　義邦（三崎町） 100,000円
匿名 2,434円
野崎　勉（野々江町） 100,000円
〈プルタブ〉

（株）大丸（野々江町） 34.4㎏
張石　稔（大谷町） 1.6㎏
田川鮮魚（株）（蛸島町） 1.5㎏
江畑　秀國（宝立町） 0.6㎏
（株）平蔵建設 1.0㎏
篠原　てる子（若山町） 2.0㎏
匿名　6件 9.9㎏

〈ハガキ・使用済切手など〉

（株）プロモート（上戸町）
（株）大丸（野々江町）
珠洲市立みさき小学校　児童会
張石　稔（大谷町）
風港俳句会（上戸町）
タケダ製版印刷所（飯田町）
（有）瀬戸自動車工業（飯田町）
（株）重政保険事務所（馬緤町）
〈その他〉

匿名 ガーゼタオル
上野　和紀子（三崎町）紙おむつ他
藤部　浩（上戸町） 紙おむつ
馬掛　富子（若山町） 紙おむつ他
珠洲市シルバー人材センター
万年青の会

手作りマスク

匿名　2件 紙おむつ

善意をありがとうこざいます
みなさまからの寄附金は、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。

令和2年12月17日～令和3年3月22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。

赤い羽根共同募金は、石川県共同募金会へ納めた後、令和3年度助成として珠洲市の地域福祉事業に使われます。

♡宝立 773 件 386,500 円

♡上戸 364 件 182,000 円

♡飯田 593 件 296,750 円

♡直 293 件 146,700 円

♡正院 532 件 266,000 円

♡蛸島 472 件 236,000 円

♡三崎 642 件 321,000 円

♡日置 174 件 87,000 円

♡大谷 402 件 201,000 円

♡若山 576 件 288,000 円

戸別募金地区別

人件費
268,883千円

赤い羽根
共同募金
2,531,583円

歳末
たすけあい募金
117,545円

街頭募金 2件
36,178円

その他募金 10件
81,367円

戸別募金　4,821件
2,410,950円

学校募金 4件
25,858円

職域募金 15件
34,162円

個人募金　2件
20,000円

街頭募金　1件
40,603円

その他　1件
10円

募集方法結果

10/1 赤い羽根共同募金街頭募金

《寄附受付順・敬称略》 



社協だより　令和3年4月1日発行

ふれあい福祉相談 相談相談はは無料無料で、で、
秘密秘密はは厳守厳守いたします。いたします。
（時間内での電話相談も可能で（時間内での電話相談も可能です）す）

発行日 令和 3 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://suzushi-syakyo.or.jp/
 E-mail s.shakyo172051@lime.ocn.ne.jp
 Facebook https://www.facebook.com/suzusyakyo/

たくさんのいいね！を
お待ちしています。

●紙おむつ購入助成券を交付します

＊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）1〜2級
	 ※市の紙おむつ助成券との併用はできません。
＊助 成 額	��2ヶ⽉に1枚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
＊受付時間��8時30分〜17時（平⽇のみ）
＊助成券で購入できるもの��紙おむつのみ

〜この事業は市民のみなさまから寄せられた募金及び寄付金により行われています〜

●乳幼児紙おむつ購入助成券を交付します

心配ごと相談
●開催日：毎月 2日・12日
 22日
●時 間：午前9時〜12時
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。

介護相談
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。
●時間： 午前8時30分〜
 午後5時30分
●電話：82-7752

無料法律相談
●開催日：毎月第3金曜日
●時 間： 午後1時30分〜
 4時00分
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

＊対 象 者＊対 象 者	��	��珠洲市に住所を有する2歳0ヶ⽉以下の乳幼児珠洲市に住所を有する2歳0ヶ⽉以下の乳幼児
＊助 成 額＊助 成 額	��	��⽉2,000円⽉2,000円
		 （出生年⽉、申請⽉により発券枚数が異なります）（出生年⽉、申請⽉により発券枚数が異なります）

＊申請方法＊申請方法����所定の申請用紙に記入所定の申請用紙に記入
	 母子手帳・印鑑持参	 母子手帳・印鑑持参
＊受付時間＊受付時間����8時30分〜17時（平⽇のみ）8時30分〜17時（平⽇のみ）


