2022年１０月１日
第５３号

ふくしだより のと
能登町で フードドライブ を実施します
食品の寄付にご協力ください
「フードドライブ」とは・・・
ご家庭で眠っている食品などを持ち寄り、必要としている方々に寄付する活動です。
皆様からご寄付いただいた食品は、能登町内の高齢者や障害者、生活困窮者等の支援
のため、大切に配布させていただきます。

募集期間

１０ 月 ３ 日（月）～１０月１４日（金） ９時～１７ 時（土日祝は休み）
お持ちいただく場所

能登町社会福祉協議会 本所 （松波13-75-1 内浦総合支所内）
ご寄付いただきたい食品
賞味期限が２カ月以上（令和４年１２月以降）あり、常温保存可能で未開封のもの
お菓子、缶詰、米、麺、粉製品、調味料、インスタント食品、レトルト食品、
飲料、乾物など

もったいないを
ありがとう♡に
変えよう

社会福祉
法
人

能登町社会福祉協議会

〒927-0602 石川県鳳珠郡能登町字松波13 字75 番地1
ＴＥＬ
（0768）72-2322 ＦＡＸ（0768）72-2310
能都支所 〒927-0433 能登町字宇出津ウ字10 番地の1
ＴＥＬ
（0768）62- 3562 ＦＡＸ（0768）62-3562
柳田支所 〒928-0331 能登町字柳田梅部 198 番地
ＴＥＬ
（0768）76-0088 ＦＡＸ（0768）76-1202

ホームページ
http://www.noto-shakyo.jp/
インスタグラム
http://www.instagram.com/notoshakyo/
目が不自由な方で広報紙の文字が見えない方は、音声テープ
をお貸しいたしますので社会福祉協議会までご連絡下さい。

■この広報誌は、社会福祉協議会会費及び共同募金
の一部を使用して作成しています。

令和３年度 事業報告
１．法人運営事業
（1）理事会・評議員会の開催
（2）評議員選任・解任委員会の開催
（3）会員制度（4,133名）
（4）福祉サービスに関する苦情解決体制の整備
２．地域福祉活動事業
（1）福祉相談事業
①心配ごと相談事業（相談件数16件）
②弁護士無料法律相談事業（相談件数9件）

４．障害福祉サービス事業
（1）相談支援事業（利用者数370名）
（2）居宅介護事業（ホームヘルプ）
（延利用者数2,096名）

５．指定管理事業
（1）老人福祉センター笹ゆり荘（延利用者数 9,389名）
（2）老人憩の家たなぎ荘（延利用者数 1,873名）
６．ボランティア活動事業
（1）ボランティア活動団体の助成と支援

（登録団体等 89団体 3個人 合計1,025名）
（2）地域活動支援事業
（2）ボランティア協力校への助成と支援
①地域ぐるみ福祉活動推進事業（15公民館）
（小学校5、中学校4、高校1校）
②地域支え合い活動支援事業（22地区）
（3）ボランティア連絡会の支援
③地域福祉推進員設置事業（158地区）
能登北部地域ボランティア連絡会より医療従事者へ
（3）子育て支援事業
千羽鶴、応援メッセージ等贈呈
①就学児童祝い品支給事業（対象者62名）
（4）傾聴ボランティアの会への支援（在宅訪問4名）
②子育て必需品支給事業（対象者53名）
７．共同募金運動の推進協力
③児童クラブ事業（延利用者数4,889名）
（1）共同募金運動（10月1日～12月31日）
（4）高齢者支援事業
①高齢者見守り配食ボランティア（延配食数1,111食） （2）歳末たすけあい運動（12月1日～12月31日）
②一人暮らし高齢者見守り訪問事業（訪問数803名） ８．広報、啓発活動の推進
（1）第13回能登町社会福祉大会
③ふれあいサロン事業（56ヶ所）
町社協会長表彰 47個人 3団体
④おしゃべりカフェ事業（延参加者466名）
（2）
「ふくしだより のと」発行（年3回）
（5）要援護者支援事業
（3）ホームページ運営
①福祉用具貸与事業（電動ベッド16件 車椅子7件）
（4）第70回石川県社会福祉大会
②民生金庫貸付事業（6件、うち令和3年度1件）
知事表彰 12個人 3団体
③生活福祉資金貸付事業
県社協会長表彰 10個人 11団体
小口資金34件（うち令和3年度6件）
９．福祉団体の活動支援
総合支援資金32件（同14件）
（1）能登町民生委員児童委員協議会
④福祉サービス利用支援事業（契約者数7件）
（2）能登町老人クラブ連合会
⑤配食サービス事業（延利用者数3,237名）
（3）能登町身体障害者福祉協会
（6）生活支援サービスの体制整備事業
（4）能登町遺族連合会
第2層地域支え合い推進協議体委員会の開催
（5）能登町母子寡婦福祉協会
（15公民館区）
（6）能登町赤十字奉仕団
３．介護保険事業
（7）能登町ボランティア連絡会
（1）居宅介護支援事業（ケアマネジメント）
（8）能登町傾聴ボランティアの会
（延利用者数2,234名）

（2）訪問介護事業（ホームヘルプ）
（利用者数466名）
（3）地域密着型通所介護事業（デイサービス）
（延利用者数5,673名）
（4）家族介護教室事業（延利用者数135人）

２

３

できごと

＊能登町社会福祉協議会では、手指消毒・検温・
マスク着用・換気など感染症予防対策を講じた
うえで、様々な行事を行っています。

第１４回能登町老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会
６月２８日、柳田植物公園にて、第１４回能登町老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会が
開催されました。晴天に恵まれ、参加した会員１０６名が競技をとおして親睦を深めました。
＜大会結果＞
団体表彰
優 勝 城山老人クラブ A（右写真）
準優勝 よつ場会
第３位 天 坂
個人表彰
＜男性の部＞

＜女性の部＞

優 勝 鳥本 要治（よつ場会 )
準優勝 背戸 武司（不動寺長寿会 B）
第３位 廣橋 義男（城山老人クラブ A）

優 勝 桶屋 歌子（城山老人クラブ B）
準優勝 森下 純子（不動寺長寿会 B）
第３位 中屋 京子（城山老人クラブ A）

能登町赤十字奉仕団

総会・研修会

６月２７日、内浦総合支所にて、能登町赤十字
奉仕団の総会及び研修会が開催されました。
研修会では、石川県災害ボランティア協会の
方々をお招きし、災害ボランティアのあゆみや
心得などを学んだ後、災害時に役立つ新聞紙や
段ボールの活用方法を体験しました。

能登町ボランティア連絡会

新聞紙でスリッパを作成

総会・研修会

７月２９日、内浦総合支所ホールにて、能登町ボランティア連絡会の総会及び研修会が
開催されました。
総会では、令和３年度事業報告及び収支決算報告、令和４年度事業計画及び収支予算
（案）が承認されました。
研修会では、映画「お終活 熟春！人生、百年時代の過ごし方」の上映会を行い、残
された時間を自分らしく健やかな気持ちで過ごすための考え方を学びました。

© 2021 年「お終活」製作委員会

４

できごと
「ささゆりおしゃべりカフェ」で誕生会を開催
おしゃべりカフェは、高齢者の交流と介護予防を目的
に、
毎週木曜日 10:30 ～ 12:00 に笹ゆり荘（柳田）で開催
しています。美味しいコーヒーやお菓子をいただきなが
ら、ボランティアさんと一緒にレクリエーションや脳トレ
をして、楽しいひとときを過ごしています。

８月４日、誕生月の利用者２名の誕生会が行われました。
ボランティアさんの手作りプレゼントやレイの贈呈、また
ボランティアさんのお孫さん（小学１年生）による可愛らし
いフラダンスショーもあり、サロンには笑顔があふれてい
ました。

家族介護教室
８月１９日、かほく市の「モアイ農園」にて、家族介護教室（ぶどう狩り）を行いました。
ふじみのり

晴天に恵まれる中、参加者１８名は、巨峰・藤稔・バッファロー・ベリー A の４種類の
ぶどうを収穫し、参加者同士で分け合いながら味の違いを楽しみました。
ぶどう狩りの後は、
「休暇村能登千里浜」で昼食をいただき、
七尾市和倉にある「湯っ足
りパーク」の足湯で、日頃の疲れを癒しました。

ひとり暮らし高齢者のつどい
９月８日～１４日の間、町内の７５歳以上のひとり暮らし
高齢者を対象に、地域で元気に暮らしていくための交流
や介護予防を目的として、ひとり暮らし高齢者のつどい
を３年ぶりに開催しました。
町内３地区（柳田、内浦、能都）で、劇団「花幸会」
御供田幸子一座によるお楽しみショーが催され、踊りと
歌を交えたプログラムに会場中が拍手に包まれました。
閉じこもりがちな高齢者の方々からは、「久しぶりに
気分がリフレッシュできた」との声が聞かれました。
５

お知らせ
１０月１日より、赤い羽根共同募金が始まります
今年も皆さまのご協力をよろしくお願いします。
（募金期間１０月１日～１２月３１日）
赤い羽根共同募金は、子どもたち、高齢者、
障がい者などを支援するさまざまな福祉活動に
役立てられます。
皆さまからお寄せいただいた募金は、能登町
の地域福祉の充実のために使われています。

昨年10月に能登高校の生徒さんが行った街頭募金の様子

共同募金助成金交付事業（公募）について
能登町共同募金委員会では、福祉団体や地域を良くしていこうと活動するボランティア団体等
を支援するために、助成を希望する団体の募集を行っています。詳細については下記までお問い
合わせください。

１．助成対象団体

能登町で福祉活動を行う団体を対象とします。

２．募集期間

令和４年１０月１日～１１月３０日

【お問い合わせ】

能登町共同募金委員会（町社協内

☆社協ケアマネからのワンポイントアドバイス☆
てん

とう

☎72-2322）

～能登町の皆さん、気ぃつけてね～

てんとう

『１０月１０日は転倒予防の日 転倒事故に注意しましょう！』
転倒事故の約半数は、住み慣れた自宅で発生しています。コロナ禍で家の中にいること
が多いこの頃、ちょっとした不注意が大ケガにつながり、介護が必要になってしまう場合
もあります。 転倒予防のために、 次のような点に注意しましょう。

６

□

階段は一段ずつ、慎重に上り下りする。

□

コードの配線は、歩く動線を避ける。

□

引っかかりやすいマットやこたつ布団は使わない。

□

階段や玄関に手すりを設置する。

□

適度な運動を続け、体の機能の低下を防ぐ。

お知らせ
心配ごと相談
地

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。

区

日

時

会

場

能都地区

毎月第２火曜日

10:00～12:00

能登町役場

相談室２

内浦地区

毎月第３火曜日

10:00～12:00

能登町役場

内浦総合支所

柳田地区

毎月第４火曜日

10:00～12:00

老人福祉センター 笹ゆり荘

＊祝日と重なった場合は、
お休みします。
＊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。
＊介護や福祉に関するご相談は、
この日程以外でも随時、
職員で応対いたします。

～今後の行事予定～
● 町老人クラブ連合会健康ウォーキング

弁護士無料法律相談
相

談

日

10 月 4 日（火）柳田植物公園にて

時

会

場

● 能登町戦没者追悼式

老人福祉センター 笹ゆり荘

12月9日（金）13:30～15:30

能登町役場 内浦総合支所

3月3日（金）13:30～15:30

法律の専門家である弁護士に、無料で相談できます。
1人30分以内、1日4人まで可能です。
要予約

2日前までに電話でご予約ください。
☎72-2322

町社協

健康マージャンクラブ

10 月 7 日（金）町役場にて
● 家族介護教室
10 月 11日（火）コンサート観覧予定
● 能登町社会福祉大会
10 月 13 日（木）町役場にて
● 能登地区赤十字のつどい
（チャリティーバザー）
10 月 16 日（日）輪島市内にて
● 石川県社会福祉大会
10 月 25 日（火）金沢市内にて

～仲間と笑って認知症予防～

老人憩の家たなぎ荘で健康マージャンクラブを実施しています。
健康マージャンクラブとは、
「お金を賭けない」「タバコを吸わない」
「酒を飲まない」をモットーに、マージャンの面白さだけを追求する
クラブです。
マージャンは常に目耳口と手先を使い、終始頭も働かせる
ことから、認知症予防への活用も期待できます。
不定期の開催のため、参加希望者はご連絡ください。
【お問い合わせ】老人憩の家たなぎ荘

☎62-3562

クイズ
Q. 内浦地区の新保にある、きれいな砂浜が有名な海水浴場は、「〇色ヶ浜」

①三

②五

③七

♪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
（http://www.noto-shakyo.jp/）
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。

締切：令和４年１０月３１日（月）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いたします。
※ 第５２号（７月発行）の正解は、
「③しらさぎ」でした。
７

のとっこ
はしもと

お名前

たける

いと

橋本 武尊くん

（4 歳）

依燈くん

（１歳）

住 所 能登町字松波
家族からのメッセージ
家でも外でも汗をかきながら走り回って遊んでいる 2 人です！
おもちゃの取り合いで喧嘩になることもありますが、 いつまで
も仲良く、 すくすくと成長していこうね！

まごとジジババ
お名前

でぐち

おじいちゃん

まさふみ

出口 正文さん
みる

観さん

おばあちゃん
ばんどうばし

そら

（永遠の 28 歳）
みあ

坂東橋 蒼空くん

（10 歳）

美空ちゃん （8 歳）

住 所 能登町字小木
おじいちゃんおばあちゃんからのメッセージ
いつも笑顔をありがとう♡ 2 人の笑顔は” 我が家の宝物” です。
これからも、 失敗をおそれず、 いろんなことにチャレンジしていってください。
ずーっと、 ずーっと、 応援しています。 ガンバレ !!
「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。

❇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 4 年 6 月 1 日～令和 4 年 8 月 31 日迄）
氏

名

小 蔵 浩 一

住 所

金

額

不動寺 100,000

和 宏

柿生

100,000

長 田 利 夫

清真

100,000

泉

氏

名

住 所

西 谷 善 一

小浦

100,000

松波

10,000

故

中西はる

尻 井 英 樹

金

額

金沢市 100,000

（単位 : 円）

氏

名

川 本 康 弘

住 所

金

額

宇出津 100,000

（順不同・敬称略）

