赤い羽根共同募金にご協力ありがとうございました
昨年の１０月１日から１２月３１日まで行われた赤い羽根共同募金運動に、各町会長・町内会長・区長の皆様をはじめ、
世帯、企業、学校、募金箱など、様々な形で募金活動にご協力いただきありがとうございました。
令和3年度に集められた募金は、令和4年度に地域福祉活動費として能登町内の福祉団体等に配分されます。
また、歳末たすけあい募金の配分は、令和3年度に能登町内の要介護度４・５の在宅高齢者を介護している世帯に
在宅介護用品の購入助成として配分されました。

共同募金結果報告

2,528,370円

＜募金内訳＞

募金内訳

件

＜配分方法＞

数

金

額

配 分 先

金

額

戸 別

5,096件

2,037,390円

街 頭

1件

11,614円

法 人

48件

436,000円

学 校

1件

16,722円

共同募金運動経費

85,000円

その他

29件

26,644円

災害準備金拠出額

84,000円

合 計

5,175件

2,528,370円

石川県共同募金会
能登町共同募金委員会

335,000円
1,674,370円

歳末たすけあい事業

合 計

350,000円

2,528,370円

● 法人募金（企業）にご協力をいただいた事業所のご芳名 （順不同・敬称略）
㈱マルガー （瑞穂）

㈲電化ショップすざき （宇出津）

㈲水上設備 （宇出津山分）

能都砕石㈱ （山田）

山本鉄工所 （鵜川）

㈲木村建設 （宇出津山分）

丸建道路㈱能登営業所 （波並）

理容 木村 （上町）

㈲能都左官 （山田）

柳田建設㈱ （当目）

㈱角田商店 （宇出津新）

石田豆腐店 （柳田）

㈱三宅配管 （宇出津）

㈲柳田製網 （石井）

㈱千間啓文社 （宇出津）

㈱能州ソーイング （上町）

㈲能登浄化槽管理センター （宇出津新港）

㈲能登電業社 （上町）

鳳珠電気工事㈱ （宇出津山分）

㈲石岡石油店 （小木）

河才水産㈱ （宇出津新港）

西中建設㈱ （松波）

㈲武田測量設計事務所 （宇出津）

㈲林鉄工所 （小木）

北川ヒューテック㈱宇出津営業所 （宇出津山分）

升谷医院 （松波）

㈲神谷石油店 （藤波）

㈱芳野経営プロジェクト （小木）

㈲シグマ設計 （宇出津）

内浦町農業協同組合 （松波）

興能信用金庫 （宇出津）

㈲恋路観光バス （松波）

㈱上野喜八商店 （宇出津）

興信工業㈱ （時長）

共和電設 （矢波）

梶設備㈱ （新保）

㈱鼎建設 （藤波）

徳洋水産㈲ （小木）

持木メディカルクリニック （宇出津）

㈱エム ・ エヌファッション （小木）

㈲しばたや （宇出津新）

石川県漁業協同組合小木支所 （小木）

㈲安田自動車 （柿生）

日本海測量㈱ （布浦）

おおぞら農業協同組合能都支店 （宇出津）

小菊 （布浦）

㈱蔦土木 （鵜川）

㈱浜塗装店 （松波）

● 募金運動にご協力をいただいた団体 （敬称略）
能登高等学校
宇出津小学校
ご協力いただきありがとうございました。
２

第13回 能登町社会福祉大会
令和３年１０月８日（金）内浦総合支所 大ホールにおいて、町内福祉関係者が集い能登町社会福祉大会を
開催しました。 大会では永年にわたり社会福祉に功績のあった方々、47個人3団体に町社会福祉協議会
長より表彰状が授与されました。 表彰を受けられたのは、次の方々です。お めでとうございます。

能登町社会福祉協議会会長表彰受賞者（敬称略）
１ 社会福祉事業従事者
特別養護老人ホ－ム 第二長寿園 横道 千尋 宮井 茂男 山下 雄太 特別養護老人ホーム こすもす
田高 まゆみ 榎谷 ふじ子 宮下 勝子 柳本 篤二 出村 紀子 廣瀬 七穂 平野 エルサ 宮下 昌敏
軽費老人ホ－ム ケアハウス縄文 新谷 幸子 高硎 尚美 紙子 真実 角谷 知佳 デイサ－ビスセンタ－
多花楽 池下 澄江 特別養護老人ホーム 石川県鳳寿荘 倉 広美 下川 和美 宮下 千寿子 養護老人
ホーム 石川県鳳寿荘 濱中 清人 中村 真人 佐賀 久美子 短期入所施設 石川県鳳寿荘 堂前 真由美
七見デイサービスセンター 田中 佐和恵 日本海倶楽部 玉地 聖佳 薮下 智恵子 濱高 匡 大尾 秀子
酒井 早苗 新畠 清美 吉畳 洋人 吉田 美由 橋谷 ゆかり 稲荷 恭子 二谷 公喜
幼保連携型こども園 小木こども園 山﨑 真人 認定こども園 柳田保育所 竹橋 綾
２ 社会福祉事業関係団体役職員
能登町遺族連合会 大黒 美子 川崎 時夫 浅見 敏夫 覚田 尚子 紺谷 喜美江 清座 忠雄
石垣 サナエ 能登町赤十字奉仕団 的場 清一 河原 美恵子 船木 美榮子
３ ボランティア活動団体
高齢者サロン 重年ハッピーハート 配食ボランティア 鵜川ふきのとう
地域支え合いボランティア おもう支え合いグループ

第70回 石川県社会福祉大会
令和3年11月2日（火） 石川県地場産業振興センターにおいて県内の社会福祉関係者が集い、 石川県社会
福祉大会が開催されました。
式典ではこれまで多年にわたり社会福祉の発展に功績のあった549個人59団体に県知事表彰並びに県社
会福祉協議会会長表彰が授与されました。なお、能登町関係の方は次の方々です。おめでとうございます。

石川県社会福祉協議会会長表彰（敬称略）
１ 社会福祉事業従事者
特別養護老人ホーム 石川県鳳寿荘 眞智 早苗 野村 景子 川端 弘子 藤波デイサービスセンター
濵中 恵 特別養護老人ホーム こすもす 深見 ゆりえ 東 礼子 竹谷内 温子 中 智美
デイサービスセンター 多花楽 乙谷 太一郎 多花楽会訪問介護事業所 高平 まゆみ
２ ボランティア活動者・活動団体
波並なかよしサロン びなお楽しみ会 重年福祉グループ 下浜２ボランティアグループ 石井福祉ボラン
ティア 久田地域簡易支援隊 合鹿G・R・K 当目猿鬼会 川尻ゆうゆう会 鴨友会 上町ボランティア
石川県知事表彰（敬称略）
１ 社会福祉事業従事者
特別養護老人ホーム 第二長寿園 土幸 和美 大平 成輝 坂口 友美 グループホーム 長寿の郷
大谷内 隆芳 日本海倶楽部 石崎 りえ 又木 明世 田端 秀夫 グループホーム クローバー 上 幸子
多花楽訪問介護事業所 岡平 八代枝 特別養護老人ホーム 石川県鳳寿荘 山若 薫 能登町社会福祉協
議会 ヘルパーステーション 天呑 幸子 能登町社会福祉協議会 ケアセンター 宮前 眞壽美
２ ボランティア活動者・活動団体
おっさかほうらい会 第二八幡町グランマ 坪根シニアクラブ

第67回 石川県身体障害者福祉大会
令和3年11月7日（日）宝達志水総合体育館にて、石川県身体障害者福祉大会が開催され、次の方が表彰
を受けられました。

石川県身体障害者団体連合会長表彰（敬称略） 竹中 弘

第60回 石川県老人クラブ大会
令和3年11月19日（金）金沢歌劇座にて、石川県老人クラブ大会が開催され、長年老人クラブ大会活動に
貢献された次の方々が表彰を受けられました。

老人クラブ育成功労者知事表彰（敬称略）
不動寿長寿会 小正 勲
石川県老人クラブ連合会会長表彰（敬称略） 千鶴会 大屋 音喜智 上町老人クラブ 中榮 義威
松波高砂会 河元 龍夫 神野第２老人クラブ 才門 治三
３

ご寄付ありがとうございました
社会福祉事業に役立ててほしいと次のとおりご寄付がありました。温かいお気持ち、心より感謝申し上げます。

寄付者ご芳名（令和３年９月１日～令和４年１月３１日迄）
氏

名

住 所

金 額（円） 氏

小木

100,000

住 所

金 額（円） 氏

灰谷

誠司

前田

一夫

土幸

昭吾

松波

100,000

巌

松波

100,000

孝則

藤波

100,000 能登町グラウンドゴルフ協会

19,130

秋吉

100,000

能登町グラウンドゴルフ協会

8,600

中嶋
東
飛家

久夫

宇出津山分 100,000

小浦

名

京子

崎山

50,000

加寿美

久田

50,000

坂本

健治

羽根

殿田

孝治

松波

石垣

柳田支部

中町

名

住 所

金 額（円）

整

姫

100,000

町端

政彦

小木

100,000

100,000

櫻井

広基

真脇

50,000

100,000

竹中

克彦

笹川

100,000

志賀浦

勝

九里川尻 100,000

（順不同・敬称略）

＊能登町社会福祉協議会では 感染予防対策を講じたうえで 様々な行事をおこなっています。

できごと
能登町老人クラブ連合会リーダー研修会
令和３年１２月２日（木）能登町役場内浦総合支所ホールで開催され、２４クラブ ７８名が参加しました。
魅力ある老人クラブづくりに向け、講師にフリーアナウンサーの横田幸子氏をお招きし、「笑顔のチカラ」と
題して講演いただきました。
参加者はリーダーとして資質の向上をはかるとともに、笑顔の大切さも学ぶことができました。

県グラウンド・ゴルフ大会
令和３年１０月１９日（火）に金沢市で第２０回県知事杯グラウンド・ゴル
フ大会が開催され、女性個人の部で北島千鶴子さんが優勝されました。
おめでとうございます。

個人の部 （女性）
優 勝 北島 千鶴子 （能登町なでしこチーム）
スコア ４７
第４位 中屋 京子
（能登町柳田ござれチーム） スコア ５４

ひとり暮らし高齢者見守り訪問事業
令和３年１２月下旬から、民生委員が見守りを兼ねてひとり暮らしの高齢者宅約８００軒を訪問し、
洗濯洗剤セットとクリスマスカードを配布しました。冬の間は外出を控える方も多く、感謝の声が聞
かれました。
例年３地区で実施していた「ひとり暮らし高齢者のつどい」事業は、
新型コロナウイルス感染症対策のため今年も中止とし、代替事業と
して昨年度から見守り訪問事業を実施しています。
今後も感染状況を注視しつつ、関係者の協力をいただきながら、
町内の高齢者が安心して暮らせるような活動を続けていきたいと思
います。

４

できごと
小木デイサービスセンター お正月遊び
新しい年を迎え、小木デイサービスセンターでは、利用者の皆
さんがお正月遊びを行いました。 「かるた取り」では、読み札に
集中して耳を傾け、白熱した札の取り合いになりました。
「福笑い」では、完成した顔を見てセンター内は大爆笑の渦に包
まれました。 「書き初め」では、 今年の干支である寅のような
力強い書が仕上がりました。
それぞれ大いに盛り上がり、たくさんの笑いが生まれました。
今年も利用者の皆さんの笑顔がたくさん見られる良い年で
ありますように。。。

ささゆり正月飾り講座
令和３年１２月１６日（木）老人福祉センター笹ゆり荘において、「ささゆり正月飾り講座」
を開催し、１３名が参加されました。
参加者は、講師の作品を参考にしながら、アレンジメントを行い、楽しいひとときを過ご
しました。

能登町老人クラブ連合会健康ウォーキング
令和３年１１月１２日（金） 宇出津地区で開催され、１０クラブ２８名が
参加しました。
あいにくの小雨模様でしたが、酒垂神社で安全祈願祭のあと、参加
者たちは元気よくウォーキングを楽しみました。

老人憩いの家たなぎ荘「カラオケ唄う会」
令和４年１月１４日（金）老人憩の家たなぎ荘の集会室において、能登
町老人クラブ連合会能都支部の生きがい活動推進事業の一環として、
「カラオケ唄う会」が行われました。
「カラオケ唄う会」は、 これから毎月第２金曜日の午後から老人憩の
家たなぎ荘で行われることになりました。
カラオケを一緒に楽しむことで、 他の単位クラブ会員と交流し親睦
を深めるとともに、会員の健康づくりや生きがいづくりの一助になる
事を目的として行われています。
第 １ 回目の今回は会員１８名が参加され、前半は多少緊張の面持ち
もありましたが 後半には 和気あいあいとした雰囲気となり、 皆さん
楽しんでおられました。
５

できごと
家族介護教室（男性家族介護者教室）
令和3年10月22日（金）コンセールのとにおいて男性介護
者教室（年に1回）を開催しました。 参加者7名が講師と一緒
に料理を行い、バランスの良い弁当を作りました。
アンケートをもとに今後も男性介護者教室を開催する予定
です。
〈ほかに実施した家族介護教室の行事〉
・１１/１９ つくモール遊覧船
・１２/１７ フラワーアレンジメント
・１/７

干支置物作りと、介護に関する質疑応答
（内浦訪問看護ステーション：浜谷さん）

ふれあいクリスマス会
令和３年１２月１９日（日）柳田植物公園レストラン花菖蒲に
おいて母子寡婦福祉協会主催の 「ふれあいクリスマス会」を
開催しました。13人が参加され、今年は小さなサンタクロー
スも来てくれました。
午前中は 「干支の蓬莱作り」 を楽しみ、 勇ましい虎が完成
しました。 昼食は参加者各々の好きなメニューをいただき、
その後ビンゴゲームをして楽しみました。

医療従事者の皆様へ感謝の気持ちを込めて…
能登町ボランティア連絡会
令和3年10月25日（月）、「医療従事者への感謝と応援のメッセージ」の贈呈式が公立宇出津総合病院
にて行われました。 能登町ボランティア連絡会の高木米子会長と河村喜久子 ・ 中玲子副会長が病院を訪
ね、会員から集めたメッセージと千羽鶴等を長谷川啓院長に渡しました。
同年11月には町内の他の７病院にも、折り鶴で飾られたメッセージ入りの色紙や菓子等を贈り、地域
を守って下さる医療従事者の方々へ感謝の気持ちを伝えました。

６

お知らせ
令和４年 ４月より 「心配ごと相談」が変わります
令和4年度から、心配ごと相談の曜日・時間帯・場所を下記のとおり変更します。
各地区で毎月１回の開催となりますので、予め日程等をご確認のうえお越しください。
なお、介護・福祉に関する相談は、下記日程以外でも随時、社会福祉協議会で対応します。

心配ごと相談
●能都地区
●内浦地区

毎月第２火曜日 １０：００～１２：００
場所 能登町役場 相談室２
毎月第３火曜日 １０：００～１２：００
場所 能登町役場 内浦総合支所
※小木地区での実施はありません。

●柳田地区

毎月第４火曜日 １０：００～１２：００
場所 老人福祉センター笹ゆり荘

「心配ごと相談」とは
相談員が町民の日常生活上の心配ごと相談
に応じ、 適切な助言及び関係機関の連絡又
は専門機関への紹介等を行います。
＊祝日と重なった場合は、お休みとなります。
＊新型コロナウィルス感染拡大状況により日程等に
変更が生じた場合は、社協ホームページにてお知
らせいたします。

弁護士無料法律相談

ボランティア活動保険

弁護士による無料相談を開催します。
各回 1 人３０分以内、 1 日４人まで （２日前までに要予約）

相 談 日

会

場

令和4年 3月11日(金) 能登町役場 内浦総合支所
令和4年 6月10日(金) 老人福祉センター 笹ゆり荘

【令和４年度ボランティア活動保険の受付を開始します】

能登町社会福祉協議会では能登町内でボランティア
活動をする方に、活動中のケガや賠償責任を補償する
ためにボランティア保険への加入を勧めています。

ボランティア保険に加入すると

令和4年 9月 9日(金) 能登町役場 内浦総合支所

〇自宅から活動場所への往復途上や活動のための
学習会・会議などの事故も補償

令和4年12月 9日(金) 老人福祉センター 笹ゆり荘

〇ボランティア自身の食中毒や感染症も補償

令和5年 3月 3日(金) 能登町役場 内浦総合支所

〇保険料の一部補助あり

いずれも時間は 13:30 ～ 15:30
予約は町社会福祉協議会（72-2322）まで
＊法律相談は、感染症の状況により、電話相談になる場合が
あります。

〇補償期間は令和４年４月１日（中途加入の場合は
社協受付日の翌日）から令和５年３月３１日まで
＊４月１日から活動される方は３月中に受付けを済ませて下さい

能登町社会福祉協議会・各支所

赤ちゃんへの紙おむつプレゼント
社会福祉協議会では社会福祉協議会の会員会費を財源とし、子育て
支援の一環として「子育て必需品支給事業」 を行っています。

〈対
象〉 出生時から能登町に住民票がある赤ちゃん
（６ヶ月以内）
の保護者
〈支 給 品〉 乳児用紙おむつ Ｍサイズ
〈申請方法〉 社会福祉協議会本所・各支所、能登町役場住民課、内浦・柳田各庁舎にある
申請用紙に必要事項を記入し、社会福祉協議会まで提出してください。
※申請は赤ちゃん１人につき１回限りです。
〈受取場所〉 紙おむつの受取りは、
社会福祉協議会本所・各支所にて申請書と引き換えにお渡しします。
※受取り時、母子手帳など確認できる書類を必ずご持参ください。
《申込・お問合せ

能登町社会福祉協議会

本所
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のとっこ
まつしま

だいじゅ

お名前

松島 大珠 くん

住 所

能登町字五郎左エ門分

（4 才）

家族からのメッセージ
いつも面白い顔や笑える動きをして
私たちを楽しませてくれる大珠。 ありがとう！
これからも明るく元気に過ごしてね。

まごとジジババ
お名前

のむら

おじいちゃん

野村 勉 さん

つとむ
ちづ

おばあちゃん

千鶴 さん
きし

祈志 くん

（8 才）

うき

羽希 ちゃん
住 所

（6 才）

能登町字鴨川
おじいちゃんおばあちゃんからのメッセージ

生まれて来てくれてから ずっと沢山の喜びを有難う！相手を思いやる気持ちを忘れず健康で
元気一杯楽しい毎日を送ってネ ！ じいじとばあばはいつでも２人を応援しています。
頑張れ…！ 祈志＆羽希
「のとっこ」「まごとジジババ」の写真を募集しています。対象は、「のとっこ」は能登町に住民票がある６歳までの
未就学児、 「まごとジジババ」 は能登町に住民票があるおじいちゃん、 おばあちゃんです。 （お孫さんの年齢は
何歳でもＯＫです。） ご希望の方は能登町社会福祉協議会本所または各支所までご連絡下さい。

Q.大森凡世 能登町社会福祉協議会会長の生まれ年の干支は？

①丑年

②寅年

③卯年

♪クイズに応募いただいた中から１名様に、景品をプレゼント♪
【応募方法】
郵便はがきに住所・氏名・年齢・答えを記入の上、
能登町社会福祉協議会
（本所）
まで郵送
または、
ホームページからも回答を受け付けています。
（http://www.noto-shakyo.jp/）

締切：令和４年３月３１日（木）必着
当選者の発表は、
景品の発送をもって代えさせていただきますのでご了承ください。
なお、
クイズの正解は社協のホームページ及び次号のふくしだよりに掲載します。
※第５０号
（１０月発行）
の正解は、
「②２００５年」
でした。

