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令和元年10月1日号

赤い羽根共同募金は、行政の手が届かない
小さな「困ったこと」のために使われています。
たとえば、あなたの住むＡという市町村で募金をすると、
その大切なお金は
Ａという市町村の「困ったこと」に使われる。
赤い羽根は『この町を良くしたい』という
意志ある募金なのですね。



みんなで　３　令和元年10月 1 日・№100 みんなで　２　令和元年10月 1 日・№100

《令和元年度》
小松市共同募金委員会の目標額

22,250,000円22,250,000円
12,250,000円
10,000,000円

共同募金に
ご協力をお願いします
共同募金に
ご協力をお願いします

令和元年度令和元年度

赤い羽根
共同募金

１０月１日▶１２月３１日

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金

今年も全国一斉に10月1日から赤い羽根共同募金が
また、12月1日から歳末たすけあい募金が始まります
皆様のあたたかい善意をお待ちしております

募金額の約70％が市内の地域福祉に取り組む
団体への活動助成となり、残り30％は全県的な
福祉活動への配分や、災害等準備金として積み
立てられます。
地域で集められた募金の全額が、そのまま地域
の福祉に使われます。

各町内会にお願いをしています。

駅前やスーパーなど人が多く集まる場所に立
ち、募金を呼びかけます。
企業の従業員の方に職場での募金をお願いし
たり、市役所や金融機関、学校などに募金箱
を設置し、広く募金を呼びかけます。
市内の企業･事業所に各地区の社会福祉協議
会や民生委員児童委員協議会がお願いにまい
ります。

■募金の方法

戸別募金

街頭募金

職域募金･学校募金

法人募金

■募金の使い道

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金

☎22－3354（小松市社会福祉協議会内）
石川県共同募金会 小松市共同募金委員会

はつらつ講座令和元年 受講生募集中!!

申込〆切
10月25日㈮

まで

申込〆切
12月20日㈮

まで

電話、窓口、FAX、メールにて受け付けます。　　
❶お名前、❷電話、❸〒住所、❹ご希望の講座、❺地域活動・趣味をお伝えください。
※定員を超えた場合、抽選により受講生を決定いたします。　※講座開催10日前頃までに受講決定をお知らせします。
※定員に満たない場合は締め切り後も随時受け付けします。
対象：65歳以上の市民
その他：講座の様子を記録して、広報誌などに掲載させていただく場合があります。予めご了承ください。

定年退職後、『趣味の料理で地域に貢献したい！』『カフェ、そば屋などをやっ
てみたい』など、考えている人はいませんか？自分のやりたいことを実現するた
めに学ぶ講座です。
最終日には、第一コミセンのCOOKINGスタジオでレストランを開催します！
①座学　②計画　③視察　④実習　⑤レストラン開催
講師：①日本政策金融公庫　②～⑤勇ノ上　春美　先生
日程：1/17㈮・1/20㈪・1/24㈮・2/10㈪・3/6㈮
時間：①10：00～11：30　②④10：00～13：00
　　　③11：30～13：30　⑤10：00～15：00
会場：第一地区コミュニティセンター（小松市白江町ツ108番地1）

初心者でも大丈夫！ 粘土を捏ねて好きな形を作ったり、絵筆を持って、九谷焼をキ
ャンバスに色を置いたり、思い思いの作品を作ることができる楽しい講座です。
講師：松村　道浩　先生
日程：11/7・11/11・11/14・11/18・11/21・11/25・

11/28・12/2・12/5・12/9・12/12・12/16・
12/19・12/23・12/26（各月・木曜日）

時間：10：00～12：00
会場：九谷セラミック・ラボラトリー（小松市若杉町ア91番地）

楽園レストラン
の作り方

※男性のみ

陶　　　芸

10名

15名

5回

15回

受講料
1,000円

材料費
実費
2,150円

受講料
3,000円

材料費
実費

講　座 定員 回数 受講料・材料費 内　容　・　講　師

湯のみ　約600円
ぐい飲み 約400円
大 皿　約2,000円

〒923-0811 小松市白江町ツ108番地1
TEL 0761-22-3354　FAX 0761-22-3364
e-mail:sawafure@komasya.com

小松市社会福祉協議会申込み・問合せ

▶と き 11月24日（日）9時30分～
▶ところ 小松市民センター 大ホール

式　　典　9：30～10：50
１．開会のことば
２．挨　　拶　小松市長 ………………………………… 和田愼司
　　　　　　　小松市社会福祉協議会長 …………… 土中伊佐男
３．民生委員・児童委員、主任児童委員感謝状・委嘱状伝達式
４．表　　彰　小松市長表彰
　　　　　　　小松市社会福祉協議会長表彰
５．来賓祝辞　石川県知事 ……………………………… 谷本正憲氏
　　　　　　　小松市議会議長………………………… 出戸清克氏
６．被表彰者代表謝辞
７．地区社協活動発表

式　　典　9：30～10：50
１．開会のことば
２．挨　　拶　小松市長 ………………………………… 和田愼司
　　　　　　　小松市社会福祉協議会長 …………… 土中伊佐男
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５．来賓祝辞　石川県知事 ……………………………… 谷本正憲氏
　　　　　　　小松市議会議長………………………… 出戸清克氏
６．被表彰者代表謝辞
７．地区社協活動発表
映画上映　10：50～12：40
「星めぐりの町」　※進行上、時間が前後する場合があります。

第66回 小松市社会福祉市民大会第66回 小松市社会福祉市民大会 入場
無料

どなたでもご参加頂けます

©2018 豊田市・映画「星めぐりの町」実行委員会
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©2018 豊田市・映画「星めぐりの町」実行委員会
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④契約

支援計画や契約内容が決
まれば、ご本人と社会福祉
協議会が契約を結びます。

⑤サービス開始

契約どおりに、生活支援
員がサービスを始めます。

③支援計画作成

サービスの利用が必要な
場合には、支援計画をつ
くります。

②訪問・相談

専門の担当職員がお宅を
訪問し、詳しく事情をお
伺いします。

①相談受付

まずは、お住まいの市社
会福祉協議会にお電話く
ださい。

福祉サービス利用支援事業について
あなたの暮らしの“安心”をお手伝いする事業です

　福祉サービス利用支援事業は、認知症や知的障がい、精神障がいなど、判断能力が十分で
はない方が安心して生活できるように、介護保険や障がい福祉サービスなどの利用のお手伝い、
日常的な金銭管理、大切な書類などのお預かりをするサービスです。

利 用 状 況

サービスを利用できる方

福祉サービス利用支援事業利用者内訳　（令和元年8月付）
 種別 在宅 施設 病院 グループホーム 合計
 認知高齢者 13 7 4 5 29
 知的障がい者 3 1 0 8 12
 精神障がい者 6 1 0 3 10
 そ の 他 1 1 0 0 2
 合　　計 23 10 4 16 53

①もの忘れある高齢者（認知症の高齢者）
②知的障がいのある方
③精神に障がいのある方

サービスの利用料
①各サービス料金は、1回1時間まで1,350円です。
②1時間を超える場合、30分ごとに325円がかかります。
※書類等の預かりサービスを利用される場合は、貸金庫の利用料が必要です。
　生活保護を受けている方の利用料は、貸金庫の利用を除いて無料です。

サービスの内容
①福祉サービスの利用のお手伝い
②日常的なお金の管理のお手伝い
③大切な書類などのお預かり
④日常生活に必要な手続きのお手伝い（相談・助言）

申込み方法

■申込み・問合せ

小松市社会福祉協議会　☎22‒3354

令和元年度ジュニアボランティア体験事業

Let’s!Let’s!
ボランティア施設体

験
ボランティア施設体

験
～ふれあいからやさしさへ～

10月12日（土） 10：00～13：00（受付9：30～）
対　　象 小学4年生～一般
体験施設 三草二木 西圓寺 さいえんじ
 小松市野田町丁68番地　☎48-7773
定　　員 30名
内　　容 9：30～ 受付

 10：00～ 兼氏浩子氏の講演（60分）
 11：00～ 施設見学・感想文記入
 12：00～ 昼食（意見交換）
 13：00～ 終了（解散）
申 込 み 小松市社会福祉協議会　☎22－3354
しめきり 10月8日（火）までにお電話でお申込み

ください。

かねうじひろ こ

★西圓寺は、高齢者や障がい
がある方のデイサービスの
利用だけでなく、ご近所の
方の集いや温泉・レストラ
ンのお客様など、人と人が
直につながり支え合う地域
コミュニティを体験できる
施設です。

　33歳の時、突然の病気で車いす生活を送る3児の母。
車いす生活から、「心のバリアフリー」を広げるため講演等
の活動を行う。また、障がいの有無にかかわらず誰もが
集える居場所を目指し、多世代共生型地域づくり「みんな
で笑顔木のおうち」を開設する。

〈講師プロフィール〉

▶募集対象：小松市在住で、在宅・施設入
所に関わらずご家族を介護されている方
▶年会費：1,000円
　同じように家族を介護している方や家
族介護経験者の方と交流や情報交換、年
に数回の「介護者のつどい」（今回はお正
月飾りアレンジメント）を開催します。

介護者の会
会員募集中
介護者の会
会員募集中

毎月第3金曜日　13：30～15：30
（祝祭日は除く）
　「介護者の会」会員が日頃のちょっとした
悩みや想いをお聞きします。
　お茶を飲みながらゆったりとお話しして
みませんか。

家族介護相談を
開催しています
家族介護相談を
開催しています日　　時 12月13日（金） 13：30～15：30

場　　所 第一地区コミュニティセンター
 1Fアトリエ
参 加 費  1,500円（会員外2,000円）
持 ち 物 ハサミ・ペンチ・ゴミ袋
定　　員 先着　25名（要予約）
 ※介護されている方が要支援・要介護1で
 　歩行可能な方もご一緒に参加できます。
申 込 み 小松市社会福祉協議会　☎22－3354
しめきり 12月6日（金）までにお電話でお申込みください。

■申込み・問合せ

小松市社会福祉協議会
　☎22－3354

介護者のつどい介護者のつどい
お正月飾りアレンジメント＆交流会

お花を
飾って

心晴れ
やか
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契約どおりに、生活支援
員がサービスを始めます。

③支援計画作成

サービスの利用が必要な
場合には、支援計画をつ
くります。

②訪問・相談

専門の担当職員がお宅を
訪問し、詳しく事情をお
伺いします。

①相談受付

まずは、お住まいの市社
会福祉協議会にお電話く
ださい。

福祉サービス利用支援事業について
あなたの暮らしの“安心”をお手伝いする事業です

　福祉サービス利用支援事業は、認知症や知的障がい、精神障がいなど、判断能力が十分で
はない方が安心して生活できるように、介護保険や障がい福祉サービスなどの利用のお手伝い、
日常的な金銭管理、大切な書類などのお預かりをするサービスです。

利 用 状 況

サービスを利用できる方

福祉サービス利用支援事業利用者内訳　（令和元年8月付）
 種別 在宅 施設 病院 グループホーム 合計
 認知高齢者 13 7 4 5 29
 知的障がい者 3 1 0 8 12
 精神障がい者 6 1 0 3 10
 そ の 他 1 1 0 0 2
 合　　計 23 10 4 16 53

①もの忘れある高齢者（認知症の高齢者）
②知的障がいのある方
③精神に障がいのある方

サービスの利用料
①各サービス料金は、1回1時間まで1,350円です。
②1時間を超える場合、30分ごとに325円がかかります。
※書類等の預かりサービスを利用される場合は、貸金庫の利用料が必要です。
　生活保護を受けている方の利用料は、貸金庫の利用を除いて無料です。

サービスの内容
①福祉サービスの利用のお手伝い
②日常的なお金の管理のお手伝い
③大切な書類などのお預かり
④日常生活に必要な手続きのお手伝い（相談・助言）

申込み方法

■申込み・問合せ

小松市社会福祉協議会　☎22‒3354

令和元年度ジュニアボランティア体験事業

Let’s!Let’s!
ボランティア施設体

験
ボランティア施設体

験
～ふれあいからやさしさへ～

10月12日（土） 10：00～13：00（受付9：30～）
対　　象 小学4年生～一般
体験施設 三草二木 西圓寺 さいえんじ
 小松市野田町丁68番地　☎48-7773
定　　員 30名
内　　容 9：30～ 受付

 10：00～ 兼氏浩子氏の講演（60分）
 11：00～ 施設見学・感想文記入
 12：00～ 昼食（意見交換）
 13：00～ 終了（解散）
申 込 み 小松市社会福祉協議会　☎22－3354
しめきり 10月8日（火）までにお電話でお申込み

ください。

かねうじひろ こ

★西圓寺は、高齢者や障がい
がある方のデイサービスの
利用だけでなく、ご近所の
方の集いや温泉・レストラ
ンのお客様など、人と人が
直につながり支え合う地域
コミュニティを体験できる
施設です。

　33歳の時、突然の病気で車いす生活を送る3児の母。
車いす生活から、「心のバリアフリー」を広げるため講演等
の活動を行う。また、障がいの有無にかかわらず誰もが
集える居場所を目指し、多世代共生型地域づくり「みんな
で笑顔木のおうち」を開設する。

〈講師プロフィール〉

▶募集対象：小松市在住で、在宅・施設入
所に関わらずご家族を介護されている方
▶年会費：1,000円
　同じように家族を介護している方や家
族介護経験者の方と交流や情報交換、年
に数回の「介護者のつどい」（今回はお正
月飾りアレンジメント）を開催します。

介護者の会
会員募集中
介護者の会
会員募集中

毎月第3金曜日　13：30～15：30
（祝祭日は除く）
　「介護者の会」会員が日頃のちょっとした
悩みや想いをお聞きします。
　お茶を飲みながらゆったりとお話しして
みませんか。

家族介護相談を
開催しています
家族介護相談を
開催しています日　　時 12月13日（金） 13：30～15：30

場　　所 第一地区コミュニティセンター
 1Fアトリエ
参 加 費  1,500円（会員外2,000円）
持 ち 物 ハサミ・ペンチ・ゴミ袋
定　　員 先着　25名（要予約）
 ※介護されている方が要支援・要介護1で
 　歩行可能な方もご一緒に参加できます。
申 込 み 小松市社会福祉協議会　☎22－3354
しめきり 12月6日（金）までにお電話でお申込みください。

■申込み・問合せ

小松市社会福祉協議会
　☎22－3354

介護者のつどい介護者のつどい
お正月飾りアレンジメント＆交流会

お花を
飾って

心晴れ
やか
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集めて送って役立つ収集ボランティア

　場所も時間も選ばず、手軽にできるボランティア活動として「収集ボランティア活動」
があります。集められた物品はそれぞれの取扱い機関等によってお金や物品に交換され、
社会福祉団体等で貴重な財源となり、有効に活用されます。
　今回は、小松市社会福祉協議会で受付している物品について紹介します。

収集ボランティアとは？

プルタブ
　収集されたプルタブは、金属リサイクル業者を通して換金し車いすの購入費用に充てられます。本会
より市内の福祉施設等に寄贈します。

ペットボトル飲料水のキャップ
　お茶、ジュースなどのペットボトル飲料水のキャップのみを収集しています。
　収集されたキャップは「ＮＰＯ法人 能美市作業所連合一歩 エコステーション
のみ」に搬送し、加工処理して原料メーカーへ売却されます。売却益がワクチ
ン購入の費用として「認定ＮＰＯ法人世界の子どもにワクチンを日本委員会
（JCV）」に寄付されます。
　リサイクルのためのお願い ●調味料や紙パックのものは対象外です。
 ●汚れている場合は、軽く水洗いしてください。
 ●キャップについているキャンペーン用のシールはできるだけはがしてください。

使用済みインクカートリッジ 主にCanon、EPSON（純正品） ※リサイクル品は対象外です

　収集されたインクカートリッジはリサイクル業者を通して換金し、その収益金を「石川県社会福祉協議
会ボランティア活動振興基金」に積み立てられます。この基金の運用益は、県内のボランティア団体へ
の活動機材購入の助成などボランティア活動の環境づくり等に役立てられます。

使用済み切手・プリペイドカード（未使用・使用済み）・書き損じはがき
　下記の収集団体に送っています。使用済み切手は切手コレクション
などに加工され、販売されています。

〈収集団体〉
NPO法人 誕生日ありがとう運動本部
〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目3-1 神戸ストークビル805
NPO法人 ハンガー・フリー・ワールド
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-8-13 山商ビル8階
認定ＮＰＯ法人 世界の子どもにワクチンを日本委員会
〒108-0073 東京都港区三田4-1-9 三田ヒルサイドビル8F

周囲を切手より
1cm程度
大きく切り取る

＊
使
用
済
み
切
手
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集
の
注
意
点

消
印
も
切
ら
ず
に

残
し
て
く
だ
さ
い

1cm程度

小
松 局

1 2－1 8

01.10.01
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◎表光子
◎小松中央教会
◎向本折町公民館いきいきサロン

基金へのご寄付

物品のご寄付 プルタブ・エコキャップ・インクカートリッジ・使用済み切手・プリペイドカード・書き損じはがき等

（令和元年6月7日～8月31日）順不同・敬称略

◎長崎町レディースコットン倶楽部
◎東朝子（長崎町）
◎花村潤（打越町）
◎橘勝博（白山町）
◎芦城・向本折地区社協
◎幼保連携型認定こども園月津こども園
◎酒井一枝（串町）
◎矢田野小学校
◎河田寺
◎小松サン・アビリティーズ
◎向本折町公民館いきいきサロン
◎上西圭子（小島町）
◎佐伯健司（吉竹町）
◎飯田恵美子（扇町）
◎土中商事㈱
◎魚住治美（吉竹町）
◎西町いきいきサロン
◎陽だまり会
◎米谷光枝（白江町）

◎安宅町第二気楽会
◎幼保連携型認定こども園あおば保育園
◎よしたけこども園
◎国府地区社協
◎田中孝司(白松町）
◎粋鮨
◎㈱東洋コンツェルン
◎㈱あきや
◎表光子（矢田野町）
◎津山綾子（錦町）
◎辻むつみ（北浅井町）
◎矢沢町いきいきサロン
◎水谷元（串町）
◎第一小学校
◎もくもく工房
◎城下静香（波佐谷町）
◎蓑輪町いきいきサロン
◎JA小松市女性部
◎舟見が丘保幼園

◎国際ソロプチミスト小松
◎サンクラシック細工町 落合・本村・吉光
◎松登百合子（中海町）
◎デイサービス里川の家
◎久木健太郎（白松町）
◎山本志津子（沖町）
◎北陸銀行山代支店
◎加南自動車学校
◎㈱カワコー
◎（公財）小松市まちづくり市民財団
◎苗代小学校
◎こでまり会
◎そよかぜ
◎育成町いきいきサロン
◎那谷寺
◎㈱大和（やまと）
◎やまとＯＢ会
◎いきいきサロン春日
◎小松友の会髙﨑

◎きどぐちひびと（吉竹町）
◎川越武佳（八幡町）
◎小松北高等学校
◎奥しず子（今江町）
◎土居原町壮年団
◎西山一也（蓮代寺町）
◎上野谷龍治（安宅町）
◎㈱オノモリ
◎航空自衛隊小松救難隊
◎たこタロウ土居原店
◎おわたサロン
◎大村悦子(丸の内町）
◎セレモニーホールアデﾕー
◎中村一秀（草野町）
◎小松鋼機㈱
◎川稔（今江町）
◎匿名30件

小松市身体障害者福祉協会 会員募集中!

主な年間行事予定
 6月 小松市身体障害者福祉大会
 7月 小松市カローリング大会
 10月 ふれ愛ふくしアート展
  小松市ふれあいフェスティバル
 11月 小松市社会福祉市民大会
 12月 機関紙「ひまわり」発行
 2月 ボウリング大会

★小松市身体障害者福祉協会とは★
　小松市身体障害者福祉協会は、肢体、視覚、聴覚に障がいの
ある方たちが集まり、年間行事を通して会員同士で親睦を図り活
動を行っています。
　また、スポーツ大会の参加も多数ありますので、仲間づくりや
情報交換の場所づくりにいかがでしょうか？
　一人ではちょっと…と思っている方、ぜひ一度小松市社会福祉協議
会にお立ち寄りください♪
■お問い合わせ
小松市身体障害者福祉協会（小松市社会福祉協議会内）

☎ 0761-22-3354　FAX 0761-22-3364

あたたかいご寄附を
ありがとうございました

皆様からの善意は福祉活動団体の
支援に役立てられています

寄附 報告寄附 報告
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インフォメーション

　春からヨガを習い始めまし
た。メタボを何とかしたいとの思

いからでしたが、何十年も運動から遠ざかっていたものですから、ヨガ
の緩やかな動きにも、お腹やわき腹のお肉が邪魔をし
て、思うようにポーズが決まらない日々が続いていま
す。それでも先生からは「関節がかなり柔らかくなって
きましたよ！」とお声をかけていただき、俄然やる気が
出てきたのもつかの間、季節は実りの秋に突入!!スマ
ートなポーズはいつ実現できる？…（Y・A）

エントランススペース開放!

　第一コミセンのエントランスやピロティを利用して、ワークショッ
プ、セミナー、ミニコンサートなど開催してみませんか。気軽に立ち
寄れる憩いの場、交流の場としてご活用ください。（ただし、営利目
的でのご利用はできません。）
利 用 時 間　9:00～21:00（準備・片付け含む） 
利 用 料　無料
申 込 方 法　申請書に企画内容、仮予約日を記載し提出。 詳しくは

下記までお問い合わせください。
問い合わせ　第一コミセン　☎23-2414

エントランス ピロティ

老人クラブ会員が一生懸命作った
すばらしい作品を多数展示します。

幅広い年代に鑑賞して
いただきたいと思って
おりますので、ご家族、
ご近所お誘いあわせ
ご来場ください。

と　き

ところ

10月25日（金）～27日（日）
10:00～17:00

小松市民ギャラリー「ルフレ」
小松市丸の内公園町19 小松市立博物館1F

　日常生活のちょっとした悩みや思い
をベテラン民生委員が親身になって
お聞きします。

場所：第一地区コミュニティセンター1階
小松市社会福祉協議会内

日時：毎週土曜日 13：30～15：30

※予約制ではありませんので、お待ち
いただく場合があります。

心配ごと相談

「いいね！」を
お願いします。

社会福祉法人 小松市社会福祉協議会
小松市社会福祉協議会のページに、

誰でも参加・交流できるイベントを開催しませんか

小松市老人クラブ連合会

会員作品展

　結婚を考えている方のために経験
豊富な相談員がお手伝いします。

場所：第一地区コミュニティセンター1階
小松市社会福祉協議会内

日時：毎週土曜日 13：30～15：30
費用：無料（登録料・会費・成婚料等）

※予約制ではありませんので、お待ち
いただく場合があります。

結 婚 相 談
　生活困窮者等の生活や就労などの相談に専門
の相談員が一緒に考え、解決へのお手伝いをしま
す。ひとりで抱えこまずにまずはご相談ください。

場所：第一地区コミュニティセンター1階
小松市社会福祉協議会内

日時：月～金曜日 8：40～17：25
（土・日・祝日は休み）

問合せ：こまつふれあい支援センター
☎21-8555

こまつふれあい支援センター相談窓口

■発行
社会福祉
法　　人 小松市社会福祉協議会

小松市ボランティア活動センター
〒923－0811 石川県小松市白江町ツ108-1
 第一地区コミュニティセンター1F

TEL（0761）22-3354  FAX（0761）22-3364
e-mail:sawafure@komasya.com
http://www.komasya.com/


