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No.

「赤い羽根共同募金街頭募金」
令和3年10月1日
（金）
に、
（株）大 丸
様にて赤い羽根共同募金街頭募金を
実施しました。
集めた募金は地区社会福祉協議会
の活動や、市内の老人クラブ・身障
協会・子ども会等に助成させて頂い
ている他、紙おむつ購入助成券の一

ありがとうございました♪

部として活用させて頂きます。
皆様の暖かいご支援、ありがとうご
ざいました。

誰もが安心して暮らせる

福祉のまちづくりを
お手伝いします
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年頭にあたって
新年

明けましておめでとうございます。

皆様には、お健やかな初春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
旧年中は、私共珠洲市社会福祉協議会に対し、多大なるご支援ご協
力を賜り、心から感謝と御礼を申し上げます。
振り返りますと、昨年は、新型コロナウイルス感染防止対策のため、
様々な社会経済活動の自粛が求められておりましたが、10 月以降全

珠洲市社会福祉協議会
会長

表

啓一

国的にも感染者が大幅に減少してきており、感染対策を施しながら経
済活動や各種イベントが再開されてきています。このまま終息するよ

う願わずにはいられませんが、新たな変異株も確認されており、これまで以上に基本的な感染
防止対策が求められることとなります。
こうした中、本会では市内の各地区社会福祉協議会を中心に、地域の実情に応じた様々な福
祉活動を感染状況に応じて実施をしてまいりました。今後とも引き続き「誰もが安心して暮ら
せる福祉のまちづくり」を目指して、市民の皆様や各地区社会福祉協議会、民生・児童委員の方々
をはじめとする関係の皆様との連携を図り、地域福祉の推進に邁進してまいります。
本年も皆様の一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

第64回 珠洲市社会福祉大会
11 月 10 日（水）珠洲市産業センターにおいて、珠洲市社会福祉大会

を開催いたしました。大会では、多年社会福祉・在宅福祉の推進にご功
績のあった方々に表彰状並びに感謝状の贈呈を行いました。

また、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、無観客にて開

催されました。

表彰状及び感謝状を受けられた皆さまは次の方々です。

◎珠洲市長表彰

◎珠洲市社会福祉
協議会長表彰

◎珠洲市社会福祉
協議会長感謝状
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●青年福祉員
泉

1名

佳和（上戸）

●青年福祉員 11 名
坂口 裕幸（上戸）
濱野
航（飯田）
田中
薫（飯田）
女田 良明（ 直 ）
本間 兼一（ 直 ）
中村健太郎（ 直 ）
多原 政宏（蛸島）
才門
勝（蛸島）
音島 貴徳（蛸島）
米谷 史也（蛸島）
泉
正峰（三崎）
●社会福祉施設職員 10 名
仮谷 泰子（なかたに） 水口ユキ子（なかたに） 是国美千子（なかたに）
井上 秀子（なかたに） 北濱 一枝（なかたに）
加護
愛（長寿園）
加護まり子（長寿園）
坂口 雪乃（蛸島保育所）表
静子（飯田保育所）高橋 深雪（社協）
●青年福祉員 9 名
表
達也（宝立）
濱野
剛（飯田）
出村伊佐夫（正院）
藤波 正人（三崎）
下兼 功士（若山）

平野
石田
今井
水上

文雄（上戸）
渉（ 直 ）
忍（蛸島）
昌子（大谷）
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新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、社会福祉協議会では、皆様に
ご協力頂いた会費を地域に配分し、工夫して事業を展開しております。

宝立地区
♣戸別

768 戸

蛸島地区
♣戸別

471 戸

上戸地区

飯田地区

直地区

正院地区

♣戸別 368 戸

♣戸別 598 戸

♣戸別 287 戸

♣戸別 529 戸

三崎地区

日置地区

大谷地区

若山地区

♣戸別 669 戸

♣戸別

善意をありがとうございます

181 戸

♣戸別

407 戸

♣戸別 574 戸

令和3年6月22日～令和3年12月10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。

< 寄附金 >

〈プルタブ〉

< ハガキ・使用済切手など >

納谷 俊一（三崎町）

100,000円

高野 稔（三崎町）

1.2㎏

平生 吉弘（蛸島町）

100,000円

篠原 てる子（若山町）

1.2㎏ （株）能登物産（野々江町）

道上 吉憲（三崎町）

100,000円

竹澤 留美子（三崎町）

4.3㎏ 「風港」結社 ( 上戸町）

井上 札子 ( 上戸町）

1.9㎏ （株）重政保険事務所（馬緤町）

1,000,000円

本谷 和子（野々江町）

1.6㎏

丸石資材 ( 株 )

100,000円

井下 すみ子 ( 真浦町）

2.7㎏

前濱 とよ子（三崎町）

匿名
明星 加守暢（正院町）

4,000円

濱岡 崇（飯田町）
本谷 和子（野々江町）
中倉 恒政（宝立町）
匿名
匿名
杉盛 恵（金沢市）
（株）大丸（野々江町）
屋鋪 大仁（三崎町）

50,000円 （株）すず環境サービス（蛸島町） 6.0㎏
100,000円
7,615円
50,000円

高屋町住民（高屋町）
蛸島小学校 PTA（蛸島町）

中谷 行定（宝立町）

0.8㎏ （株）大丸「お客様」
（野々江町）
41.0㎏

匿名 4 件

山下 清子（宝立町）

5.5㎏ 〈その他〉

500,000円

櫻井 紘美 ( かほく市）

0.7㎏ （株）能登物産（野々江町）タオル

1,500円

北崎 政昭 ( 野々江町）

1.0㎏

50,000円 （株）重政保険事務所（馬緤町）

穴田 弘子（正院町）

100,000円

大久保 かほる（宝立町）

新出 和喜夫（三崎町）

100,000円

助政 昭子（宝立町）

0.7㎏
3.5㎏

北崎 政昭（野々江町）

50,000円

小谷 鈴子（若山町）

JA すずし 女性部（野々江町）

19,600円

前濱 とよ子（三崎町）

1.0㎏

10.0㎏

鷺 啓二（三崎町）

100,000円

藤池 秋信（若山町）

0.2㎏

金子 孝（金沢市）

100,000円

中谷 行定（宝立町）

2.0㎏

小坂 泰志（岐阜県）

100,000円

幾田石油（株）
（飯田町）

為乗 公一（若山町）

100,000円

見附ドーム 平蔵 歳吉（宝立町）74.0㎏

大間 玲子（飯田町）

100,000円 （株）大丸「お客様」
（野々江町）

41.6㎏

乗木 敏明（若山町）

100,000円

12.8㎏

谷野旅館 谷野輝彦（飯田町） 100,000円
山下 毅（上戸町）

上戸公民館（上戸町）

100,000円

匿名 7 件

明星 加守暢（正院町）

車イス用体重計、
体温計

道端 定吉（東山中町） みかん
匿名 2 件

タオル、洗剤

匿名

福祉活動車

匿名 3 件

紙おむつ

16.8㎏

車イス用体重計

《寄附受付順・敬称略》
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ボランティアの方を募集します
●除雪ボランティア

珠洲市社協ボランティアセンターでは、高

■活動内容

齢者世帯、身体障害者世帯等、自力では除

・除雪が困難な世帯等での除雪

雪が困難な世帯に除雪ボランティア活動を

・出入り口、避難口などの除雪

お手伝いしてくださ

・屋根雪を下ろす場所を確保するための

る方を募集していま

除雪（屋根の雪下ろしは行いません）

す。
（除雪の対象地域

■保険

は珠洲市内。活動内

除雪活動に参加いただく際に、
「ボランティ

容は住宅周りの除雪

ア活動保険」に加入していただきます。

です。
）

●朗読ボランティア

●傾聴ボランティア

るボランティアさんです。ご家庭でお好きな

のお話に耳を 傾

時間に録音できます。
（機材は貸し出しいた

け、寄り添い、お

します。）視覚障がいをお持ちの方や高齢者

話相手をしてくだ

施設等幅広く利用していただいています。

さる方です。

毎月発行される広報すずを朗読し録音す

お問い合わせ…珠洲市社会福祉協議会

福祉体験学習

お話相手のボランティアさんです。高齢者

ボランティアセンター

TEL 82-7751

福祉機材・車いす貸出

社協では、高齢者

福祉関係ビデオやプロジェクター・スクリーン・

や障がい者の方々へ

疑似体験用具（アイマスク・白杖・高齢者疑似体

の理解を深めていた

験セット）・点字器・車いす等の貸出を行っていま

だくため、児童を対
象に車イスや白杖等
を利用した高齢者・
障がい者疑似体験を実施しています。昨年は感染
症の影響も有り、市内１校の小学校で体験学習を
実施いたしました。
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（保険料 350 円は本会で負担いたします。）

す。
また、在宅の日常生活で車椅
子を利用しなければならない方
に車椅子を貸出いたします。
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10 月 1 日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動
が実施され、珠洲市共同募金委員会では 10 月 1 日
に（株）大丸様にて街頭募金を行い、25,706 円の
ご協力をいただきました。また、12 月 1 日にはショッ
ピングプラザ シーサイド様にて歳末たすけあい街頭
募金を行い、12,931 円のご協力をいただきました。
市民の皆さまから多くの募金をお寄せいただき、
絶大なるご協力をいただきましたことに深く感謝申し
上げます。

家族介護者交流会
11 月 16 日・18 日の 2 日間、家族介護者交流会を開催し、
11 名の方に参加いただきました。
のと海洋ふれあいセンターでは、県政出前講座を受講し
九十九湾の海岸を散策。イカの駅つ
くモールでの昼食や買い物ツアーを
楽しむなど、ひと時でしたが日頃の
介護の疲れをリフレッシュされた様
子でした。

オレンジカフェ
１１月２６日（金）健康増進センターでオレンジ
カフェを開催し、介護予防講座を実施しました。
介護予防講座は、住み慣れた地域でいつまでもい
きいきと元気に暮らしていただくための支援を目的
けんくち

として行っている事業です。今回は、健口生活「唾
液の力編」と題し、唾液の大切さや口の中から健康
になる秘訣を学びました。
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ふれあい福祉相談
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。

相談は無料で、
秘密は厳守いたします。

（時間内での電話相談も可能です）
（時間内での電話相談も可能で
す）

無料法律相談

介護相談

●開催日：毎月第3金曜日

介護や福祉サービスに関す

●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。

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

※要予約

珠洲市家族介護者の会
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！
自分の地域で新たに「オレンジカフェ」を
開催してみたいとい
う団体・グループが
あればお気軽に相談
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
【協力】オレンジサポートクラブ

【お問合せ】珠洲市社会福祉協議会
TEL.82-7751

にこにこ会

♦--♦--♦--♦--♦--♦--♦--♦--♦--♦--♦--♦--♦--♦--♦

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）
●内
●日

●場

容 ： 茶話会、交流会 「にこにこ会」開催⽇
令和 4 年
時 ： 偶数月
２⽉15⽇
（火）
右記参照
※⽇程は変更になる場合があります
10:00 〜 12:00
所 ： 健康増進センター 2 階
（飯田町 5 部 9 番地）

●問合せ ： 珠洲市社会福祉協議会
TEL.82-7751 健康増進センター内

発行日 令和 4 年 1 月 1 日
たくさんのいいね！を
編 集 社会福祉法人 珠洲市社会福祉協議会事務局
お待ちしています。
〒 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/

