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1月4日（火）〜 8日（土）までフードドライブを実施
した上戸地区社会福祉協議会様より、食品を寄贈頂き
ました。

お寄せ頂いた食品は、廃棄ロス削減や高齢者・障が
い者・困窮者世帯の支援を目的として市内福祉施設等
に配布し、大切に使用させて頂きました。

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

あなたのまちの地区社協あなたのまちの地区社協



社協だより　令和4年4月1日発行

2

令和 4 年度 社協の予算・事業内容

介護保険等
294,909千円

助成金等
7,425千円

人件費
259,467千円

事務費
25,654千円

事業費
40,671千円

その他の活動支出等
61,971千円

補助金・受託金等
27,242千円

会費・寄附金等
7,676千円

その他の活動収入
65,361千円

収入の部
395,188千円

支出の部
395,188千円

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）
在宅で紙おむつを使用されて
いる下記の方
・要介護認定者（介護 1 ～５）
・障がい者（児）１～２級
・２歳０ヶ月以下の乳幼児

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
介護相談

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

一般会計
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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 4 年

●  4 月 15 ⽇（金）
●  6 月 15 ⽇（水）
●  8 月 19 ⽇（金）
● 10 月 14 ⽇（金）
● 12 月 15 ⽇（木）

令和 5 年
●  2 月 15 ⽇（水）

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 

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？

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。

お知らせ

※定例日、内容等はその時、そのカフェごとに異なります。
詳しくは珠洲市社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。【TEL：82-7751】　

はまなすオレンジカフェ

　令和４年３月より、三崎町のみさきデイサービ

スセンター内で「はまなすオレンジカフェ」が開

設されました。写真は開催時の様子です。

　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

あればお気軽にご

相談下さい。

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
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リスクを理解し、
地域の防災力が

必要

地域との連携に
ついては、法人間の
連携体制が十分で
ないと進まないと
改めて思った。

つい後回しに
してしまう
災害への
備えを

考えました。

つい後回しにしてしまう災害への備えを考えました。

法人で実施の
防災訓練も
地域全体で
考える　
ことが大事

令和３年度には、４地区（上戸・蛸島・日置・大谷）の地区社会福祉協議会にて見
守りマップの作成・更新が行われました。

区長・民生委員・推進員や各種団体の皆様のご協力のもと、地域の要援護者世帯等
の見守り確認や、日々変化する情報を共有しました。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。

見守りマップの作成 ・更新

令和 3年度 珠洲市社会福祉法人連携連絡会研修会
日時：令和 4年 2月 3日（木）午後 6時開会

参加者のアンケートより参加者のアンケートより

～災害を見据えて、社会福祉法人と地域が平時にできることを考える～～災害を見据えて、社会福祉法人と地域が平時にできることを考える～

今年 3 回目の法人連携連絡会研修会を開催しました。講師に今年 3 回目の法人連携連絡会研修会を開催しました。講師に

北陸学院大学　田中教授をお迎えしました。24 回線、67 名の北陸学院大学　田中教授をお迎えしました。24 回線、67 名の

参加者がオンラインでつながり、写真や映像、カラー資料など参加者がオンラインでつながり、写真や映像、カラー資料など

が講師の説明と同時に共有でき、とても有意義な時間を過ごしが講師の説明と同時に共有でき、とても有意義な時間を過ごし

ました。災害は他人事とは考えず、「平時から地域と何が出来ました。災害は他人事とは考えず、「平時から地域と何が出来

るのか、何が必要か」など発災時及び避難時を想定しながら考るのか、何が必要か」など発災時及び避難時を想定しながら考

え、学びあえた研修会でした。え、学びあえた研修会でした。
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人件費
268,883千円

赤い羽根
共同募金
2,537,376円

歳末
たすけあい募金
81,695円

街頭募金 2件
24,525円

その他募金 9件
57,170円

戸別募金　4,639件
2,319,400円

職域　　14件
学校募金 
172,261円

個人募金　2件
20,000円

街頭募金　1件
25,706円

その他　1件
9円

募集方法結果

<寄附金>
埜崎　栄子（三崎町） 100,000 円
浅尾　吉伸（正院町） 100,000 円
加賀　郁雄（正院町） 150,000 円
中前　賢一（大谷町） 100,000 円
鹿野　昭子（三崎町） 100,000 円
莚田　彰治（若山町） 100,000 円
下谷　和喜夫（野 江々町）100,000 円
匿名 100,000 円
匿名 4,000 円
北沢　順子（宝立町） 50,000 円
竹澤　賢一（三崎町） 100,000 円
砂塚　隆広（蛸島市） 100,000 円
匿名 100,000 円
垣内　弘子（宝立町） 50,000 円
北山　稔（宝立町） 50,000 円
向井　絹子（正院町） 50,000 円

（株）大丸（野々江町）　　 3,000円
川坂　博（蛸島町） 100,000円

〈プルタブ〉
桜ヶ平　好雄（大谷町） 9.0㎏
西海青年団（大谷町） 4.0㎏
長寿園（宝立町） 103.6㎏
神林　瑞枝（金沢市） 0.3㎏

（株）平蔵建設（上戸町） 1.0㎏
蛸島公民館（蛸島町） 4.0㎏

（株）アンヨウジ（飯田町） 3.5㎏
宝立公民館（宝立町） 5.0㎏
土屋　亮子（金沢市） 1.0㎏
新谷　賢（宝立町） 0.8㎏
篠原　てる子（若山町） 1.5㎏
蔵野　善志美（正院町） 2.8㎏
匿名　2件 3.6㎏
<ハガキ・使用済切手など>

（株）プロモート（上戸町）
（株）能登物産商会（野々江町）
宝立公民館（宝立町）

〈その他〉
道端　定吉（東山中町） みかん14.0㎏
上戸地区社会福祉協議会 食品
公益社団法人輪島法人会
・マイク・スピーカーセット
・空気清浄機２台

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　2,619,071円

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3年12月13日～令和4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4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 778 件 389,000 円

♡上戸 362 件 181,000 円

♡飯田 511 件 255,500 円

♡直 294 件 146,900 円

♡正院 495 件 247,500 円

♡蛸島 410 件 205,000 円

♡三崎 638 件 319,000 円

♡日置 175 件 87,500 円

♡大谷 400 件 200,000 円

♡若山 576 件 288,000 円

戸別募金地区別

10/1 赤い羽根共同募金街頭募金

《寄附受付順・敬称略》 
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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 4 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）

４月上旬は申請が集中しますので、感染症対策の為、慌てず
にご来所下さい。
※５月末までに申請いただければ、満額分の助成を受けるこ
とができます。

＊助成券で購入できるもの��紙おむつのみ

〜下記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）


