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募金内訳

戸　別

街　頭

法　人

学　校

その他

合　計

件 数

5,056件

1件

42件

1件

29件

5,129件

金 額

2,022,450円

20,789円

438,000円

13,224円

53,682円

2,548,145円

＜募金内訳＞ ＜配分方法＞

　 　 配 分 先

石川県共同募金会

能登町共同募金委員会

歳末たすけあい事業

共同募金運動経費

災害準備金拠出額

合　計

金 額

330,000円

1,693,145円

350,000円

93,000円

82,000円

2,548,145円

共同募金結果報告　2,548,145円

赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました

ご協力いただき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4年度に集められた募金は、令和5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4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。

● 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

● 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）

㈲水上設備 （宇出津山分）

山本鉄工所 （鵜川）

丸建道路㈱能登営業所 （波並）

㈲能都左官 （山田）

㈱三宅配管 （宇出津）

㈱千間啓文社 （宇出津）

㈲能登浄化槽管理センター （宇出津新港）

鳳珠電気工事㈱ （宇出津山分）

㈲武田測量設計事務所 （宇出津）

北川ヒューテック㈱宇出津営業所 （宇出津山分）

㈲神谷石油店 （藤波）

興能信用金庫 （宇出津）

㈱上野喜八商店 （宇出津）

共和電設 （矢波）

㈱鼎建設 （藤波）

㈲安田自動車 （柿生）

㈱蔦土木 （鵜川）

㈲電化ショップすざき （宇出津）

能都砕石㈱ （山田）

㈲木村建設 （宇出津山分）

理容　木村 （上町）

柳田建設㈱ （当目）

石田豆腐店 （柳田）

㈲柳田製網 （石井）

㈱能州ソーイング （上町）

㈲能登電業社 （上町）

㈲上町モータース （上町）

㈲ほんま百貨店 （柳田）

坂井建築企画設計 （上町）

㈲石岡石油店 （小木）

西中建設㈱ （松波）

㈲林鉄工所 （小木）

升谷医院 （松波）

㈱芳野経営プロジェクト （小木）

内浦町農業協同組合 （松波）

興信工業㈱ （時長）

梶設備㈱ （新保）

㈱エム ・ エヌファッション （小木）

石川県漁業協同組合小木支所 （小木）

日本海測量㈱ （布浦）

㈱浜塗装店 （松波）

南山工務店 （市之瀬）
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　令和4年10月25日、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657個人49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。

第71回石川県社会福祉大会

石川県社会福祉協議会会長表彰（敬称略）

１ 民生委員児童委員

橋本　洋子 吉尾　富男 石谷　のり子 川口　美津江

２ 社会福祉事業従事者

特別養護老人ホーム石川県鳳寿荘 坂　美佐子 七見デイサービスセンター 上野　悦子 田中　佐和恵

特別養護老人ホーム第二長寿園 中谷　輝 第二長寿園デイサービスセンター 平田　有花

クローバー 玉地　聖佳 多花楽会 山本　真樹子 杉田　邦子

３ ボランティア活動者・活動団体

瑞穂集まろう会

特別養護老人ホーム石川県鳳寿荘 川端　弘子 野村　景子 藤波デイサービスセンター居宅介護支援事業所

元　美智代 濵中　恵 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

石川県知事表彰（敬称略）

２ 社会福祉事業従事者

３ ボランティア活動者・活動団体

七見なかよしサロン 鈴ヶ嶺お楽しみ会

１ 民生委員児童委員

山下　惠子

　令和4年10月13日、役場２階ホールにおいて、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31個人5団体に町社会福祉協議会長より表彰状及び感謝状

が授与されました。 また、 金沢市で行政書士事務所を開業されている浜崎泰彦氏から、「笑う終活」 をテーマに

記念講演がありました。

　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。

第14回能登町社会福祉大会

能登町社会福祉協議会会長表彰受賞者（敬称略）

１ 民生委員児童委員

田邊　逸郎 中坂　倫子 新出　壽美子 小城　澄美子 的場　町子 堂前　幸代 那田屋　朱美 矜田　泰春

東　絹子 田下　一幸 藤谷　みゆき 平　茂夫 土幸　良子 上田　好江 梶　眞紀子 道下　富美子

４ ボランティア活動団体

高齢者サロン 松波コグニサイズ教室 第一元組スマイル会 大杉谷シニア会

地域支え合いボランティア 上市ボランティア

２ 社会福祉事業従事者

グループホーム長寿の郷 井頭　典子 第二長寿園デイサービスセンター 田端　三恵子 多花楽会居宅介護

支援事業所 的場　志津子 特別養護老人ホームこすもす 谷口　冨士子 特別養護老人ホーム石川県鳳寿荘

背戸　孝久 青崎　一樹 養護老人ホーム石川県鳳寿荘 上井　聡 鳳寿荘訪問介護事業所 稲葉　憲子

藤波デイサービスセンター 出村　藤子 認定こども園ひばり保育所 古谷　郁恵 木田　明子

認定こども園鵜川保育所 笹野　遥香 逢坂　倫代

３ 社会福祉事業関係団体役職員

能登町社会福祉協議会 舩本　清香 橋本　幸也

大乗寺寒修行講中５ 感謝状

令和４年１１月６日開催 （内灘町文化会館）

第6８回 石川県身体障害者福祉大会

石川県身体障害者団体連合会長表彰 （敬称略） 谷内　こふじ

第6１回 石川県老人クラブ大会

令和４年１１月２日開催 （金沢歌劇座）

老人クラブ育成功労者知事表彰 （敬称略） 岩前　純悦

石川県遺族連合会

令和４年１２月２１日開催 （石川護国神社）

石川県遺族連合会理事長表彰 （敬称略） 道下 良一
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民生委員児童委員の改選が行われました （任期：令和4年12月1日～令和7年11月30日）

　民生委員児童委員は、 「地域のつなぎ役」 であり、 地域の方が抱える悩みや心配ごとの相談にのり、 必要に

応じて専門機関や福祉サービスの情報などを提供します。

　また、 主任児童委員は、 学校や児童福祉関係機関との連絡調整のほか、 民生委員児童委員と連携し、 児童

の健全育成の醸成に努めます。 民生委員児童委員は、 民生委員法で設置が定められ、 厚生労働大臣から委嘱

されています。

内浦地区

宮　本　惠　子

吉　見　正　美

井　上　久　子

中　野　康　子

谷　　　良　治

田　中　美恵子

桶　谷　幸　子

中　谷　美代子

森　下　純　子

田　端　　　歌

名　竹　二　三

志賀浦　千　草

濵　髙　康　雄

直　川　幸　子

梶　　　眞紀子

南　　　幸　子

今　井　世紀子

山　下　裕　美

沖　野　みはる

幸　田　ひとみ

国　谷　あつ子

釣　谷　美代子

桑　名　英　夫

新　出　二三恵

港町　第1港町　中町　浜町　梅ノ木団地

白山　第1元組　第2元組

御坊町　平尻町　空林

鍛治町　上出　第1八幡　第2八幡　明生

恋路　坪根　枇杷坂団地

鹿泊　布浦　比那　九ノ里　もちの木団地　ビレッジハウス内浦

上東　上西

滝之坊　田代　駒渡

宮犬　不動寺

山口　国重　行延　泉

程谷　山中　満泉寺　十八束

九里川尻　秋吉　河ヶ谷　清真

立壁　四方山　向出

下出　新村　内浦長尾

新保

西町第1　西町第2

東町第1　東町第3

新町　下浜第1

下浜第2　下浜第3　下浜第4

高浜第1・第2　高瀬第1・第2・第3　九十九団地

庄崎第2　庄崎第3

庄崎第1　三矢第1　三矢第2

上市之瀬　下市之瀬　明野

越坂

柳田地区

中　塚　耕　励

國　盛　芳　子

寄　谷　まち子

鍛　治　雪　江

新　谷　千鶴子

中　谷　清　美

中　　　玲　子

木　村　加代子

山　根　孝　子

松　木　俊　彦

大　塚　てる子

坂　下　輝　雄

野田　金山　米山　さくら団地

日詰脇　百万脇　重年　五十里

石井　国光　鴨川　ひかり団地

十郎原　笹川

上長尾　小間生

鈴ヶ嶺　桐畑　久田

合鹿　中の又

上町　わすみ団地

天坂　寺分　五郎左ェ門分

中斉　神和住

上当目　下当目　田代

黒川　大箱　北河内

中　坂　倫　子

松　波　美千代

板　井　一　子

高　田　八穂枝

大　島　憲　明

柴　田　　　浩

橋　本　晴　美

空　林　ひな子

濱　中　清　子

北　畠　直　子

新　谷　俊　英

川　口　美津江

新　平　義　弘

表　野　　　覚

長　平　真智子

田　代　千鶴子

佐　藤　美智子

蔵　上　和　宏

井　口　　　潔

的　場　町　子

畑　中　孝　子

山　岸　由美子

坂　本　紀美枝

岩　崎　正　美

今　井　博　美

那田屋　朱　美

畠　屋　伸　一

矜　田　泰　春

山　下　惠　子

上　野　久美子

宮　下　安　子

濵　高　　　博

泉　　　裕次郎

當　目　加代子

岩　端　和　夫

髙　　　信　男

髙　山　礼　子

坂　上　信　彦

多　田　喜一郎

篠　森　幹　也

田　村　早　苗

前　田　れい子

天保島　天徳町　大蔵町

本町　浜町　大竹町

酒垂町　中組　桜町

三番町　仙人町

立町　横町　上田町

上町　中町　錦町

大橋組　栄町　下岩屋町

中島町　浜小路

川原町　新村本町　新村浜町

昭和町　音羽町

小棚木

大棚木　棚木団地

城山　城野町

漆原　上岩屋町

平体　梅の木　大平　源平

崎山１　崎山４

崎山３

崎山２　四明ヶ丘

下藤ノ瀬　上藤ノ瀬

鶴町

宇加塚

曽又

羽根　小浦

真脇　羽生

姫向浜

姫中組　姫幸の港

辺田の浜　柳倉　間島　宇出津新港

波並

矢波

猪平

七見

天神町　栄町

神出町　浜出町　桜木町　桜台

二区　大工町　馬場出町

谷屋　小垣

吉谷　神道　八の田

町　院内　西安寺　豊ヶ丘　爼倉

木住　三田

宮地　鮭尾

太田原　柏木

本木

武連

能都地区

民生委員児童委員新任研修

（順不同 ・敬称略）

主任児童委員

脊戸　美知代　

福池　凡恵

坂下　由美子

能都地区

柳田地区

内浦地区
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～～できごと～～～～できごと～～

　１月２０日、 内浦総合支所にて、 能登町心配ごと相談員研修会

が開催され、 22名の相談員が参加しました。

　研修会では 「相談を受ける際の留意点について」 と題し、 石井

翔大弁護士が相談を受ける際の心構えや相談員の対応について

講演されました。

　社会福祉協議会では日常生活上の相談に応じ、 適切な助言・

援助を行い、地域福祉の増進を図ることを目的に、心配ごと相談

所を開設しています。 年々多様化する相談内容に対応できるよう、

研修会を実施し、 資質の向上を図っています。

●能登町心配ごと相談員研修会

　１０月１９日、能登町ボランティア連絡会の河村喜久子会長が

宇出津小学校を訪問し、5 年生を対象にゲストティーチャーと

してボランティアについての授業を行いました。

　能登町で活動するボランティア団体の活動内容や、子どもた

ちにもできるボランティアについて説明した後、絵本の読み聞

かせを通して、ボランティアをすることで得られる気持ちにつ

いてお話されました。

●ゲストティーチャー　～小学校のボランティア学習～

　１１月７日、 役場2階ホールにて開催されたつどいには、

穴水町・輪島市・珠洲市・能登町で活動するボランティア会員

６９名が参加しました。

　「能登半島地震から１５年の節目を迎え、 災害対策を見つめな

おす」 と題し、ＮＰＯ法人レスキューストックヤード　栗田暢之代表

理事が、災害時にボランティア活動者ができることや、日頃から

備えておくべきことについて、 オンラインで講演されました。

　参加者たちは様々な災害現場の映像や、 ボランティアたちの

活動内容と真摯に向き合い、 「家族でも話し合いたい」 「このよ

うな機会を増やしてほしい」 等の感想が寄せられました。

●能登北部地域ボランティアのつどい

　能登町社会福祉協議会では、 各地区において地域福祉推進員を委嘱しています。

地域福祉推進員は、 日頃から地域で見守り活動を行い、 民生委員児童委員や関係機関と

一緒に 『誰もが安心して暮らせるまちづくり』 のお手伝いをしています。

①生活課題を抱えている人の発見…困っている人を見つけ、 孤立することを防ぎます。

②地域の中での見守り活動…声掛けや郵便物等が溜まっていないか、 安否確認をします。

③民生委員、 社協などへの連絡 ・報告…さまざまな機関と連携しながら、 一緒に見守り活動を行います。

④ボランティアグループﾟとの連携…地域で活動しているボランティアさんと連携することで、 より充実し

　 た見守り活動を行います。

◇◇地域福祉推進員の主な活動◇◇

『地域福祉推進員』 について
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～～できごと～～～～できごと～～

　１１月１日、 会員同士の親睦を深めることを目的に交流会

が行われました。 輪島の朝市や漆芸美術館を見学したのち、

九十九湾遊覧船に乗り周遊を楽しみました。

　参加者はリフレッシュできた様子で、 「また参加したい」 と

笑顔で話していました。

●能登町身体障害者福祉協会交流会

　１２月１６日、 内浦総合支所ホールで開催された研修会

には、 町内の２２クラブ６９名が参加しました。

　高齢者福祉分野を専門とする北陸学院大学の真砂良則

教授をお招きし、 「超高齢社会をよりよく生きるために」

と題して講演いただきました。

　参加者からは、 「今後の人生を楽しむために地域活動に

積極的に参加したい」 などの声が聞かれました。

●能登町老人クラブ連合会リーダー研修会

募集期間　　3月1日（水）～１４日（火）　平日9時～17時（土日休み）

受付場所　　町社会福祉協議会　本所（松波13-75-1　内浦総合支所内）

募集内容　　インスタント食品、レトルト食品、缶詰、麺、調味料、お菓子

　　　　　　　　 賞味期限が3カ月以上（令和5年6月以降）あり、常温保存可能で

　　　　　　　　 未開封に限る。　※お米については、今回募集しません（在庫あり）

フードドライブ（3月）実施のお知らせ

引き続き、皆さまからのご協力をよろしくお願いいたします。

　10月に募集したフードドライブは、皆様の温かいご支援により約220品目、

合計約495㎏の食品が集まりました。 たくさんの食品を寄贈していただき、

ありがとうございました。

　これらの食品は、町内の生活にお困りの方々や高齢者の方々を中心に提供を

行っております。

ご協力いただき、ありがとうございましたフードドライブ

＊お持ちよりいただいた食品の一部です＊

　◎協力団体　　北陸電力㈱珠洲営業所

　　　　　　　　　　 社会福祉法人能輝人

　　　　　　　　　　 高田醤油店



７

Q. 瑞穂・宮地地区の農家民宿では、里山の体験学習ができ、主に都市部の修学旅行先
　 として人気です。この場所の名称は、「〇蘭(らん)の里」

　　　　　①春　　②夏　　③秋

【応募方法】
◎郵便はがき…住所・氏名・年齢・答えを記入の上、能登町社会福祉協議会（松波13-75-1）まで送付
◎ホームページ…能登町社協 HP（http://www.noto-shakyo.jp/）から回答

　　　　　　　締切：令和５年３月３１日（金）必着

クイズ

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５３号（１０月発行）の正解は、「③ 『五』色ヶ浜」でした。

♪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♪

能都地区

内浦地区

柳田地区

地　区 日　時 会　場

毎月第２火曜日　10:00～12:00

毎月第３火曜日　10:00～12:00

毎月第４火曜日　10:00～12:00

能登町役場　相談室２

能登町役場　内浦総合支所

老人福祉センター笹ゆり荘

心配ごと相談

＊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。

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。

～～お知らせ～～～～お知らせ～～

『３月３日は耳の日　あなたの聴力は大丈夫？』
年をとることで聴こえにくくなり、コミュニケーションが難しくなることがあります。

気になる方は、必要に応じて耳鼻科受診や補聴器の使用も考えましょう。

☆社協ケアマネからのワンポイントアドバイス☆　～能登町の皆さん、気ぃつけてね～

◎聴こえにくい方とのコミュニケーションのコツ

□　テレビなど周りの音を小さくして、聴こえやすい環境で話す

□　話し手に注意を向けてもらい、顔を見ながら話す

□　ゆっくり、はっきり話す（特にカ行・サ行・タ行・パ行は聴きとりにくい）

□　視覚的に理解できるよう、筆談や身ぶり手ぶりも交える

みみ

2日前までに電話でご予約ください。
　　　　　　　 町社協　☎72-2322

要予約

法律の専門家である弁護士に、無料で相談できます。
いずれも時間は13:30～15:30
1人30分以内、1日4人まで可能です。

能登町役場　内浦総合支所

老人福祉センター笹ゆり荘

能登町役場　内浦総合支所

老人福祉センター笹ゆり荘

3月3日（金）

6月9日（金）

9月8日（金）

12月8日（金）

弁護士無料法律相談

相　談　日 会　場

（令和5年の予定） 　　　　　　　 ボランティア活動保険
【令和5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

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

〇ボランティア自身の食中毒や感染症も補償

〇保険料の一部補助あり

〇補償期間は令和5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6年3月31日まで
　　＊4月1日から活動される方は3月中に受付を済ませて下さい

【お申込み】町社協本所・各支所まで



「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」は能登町にお住まいの６歳まで

の未就学児、「まごとジジババ」は能登町にお住まいのおじいちゃん、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。

のとっこ

　　　　　 ひらせ　　 まお　

お名前　平瀬　愛桜ちゃん （１歳）

住　所　能登町字上町

家族からのメッセージ

桜の様に皆に愛され大切な人を愛せる人になって下さい。

まごとジジババ

おじいちゃんおばあちゃんからのメッセージ

楽しい時も、 そうでない時も、 兄弟仲良くね！

じぃちゃん ・ばぁちゃんはずっと応援しています。

お名前　　　　　　　　　あおき 　さとる

おじいちゃん　青木　悟さん

　　　　　　　　　　　　　 　　まりこ

おばあちゃん　　　　　　　万里子さん

　　　　　　　　　　　　　 　とうま

　　　　　　　　　 柊真くん （7 歳）

　　　　　　　　　　　　　 しゅん

　　　　　　　　　 駿くん （4 歳）

　　　　　　　　　　　　　  じょうたろう

　　　　　　　　　 条太郎くん （2 歳）

住　所　能登町字神和住

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。

（単位:円）寄付者ご芳名（令和 4 年 9 月 1 日～令和 5 年 1 月 31 日迄）

（順不同・敬称略）

❇ご寄付ありがとうございました❇

住 所氏 名 氏 名 氏 名金　額 住 所 金　額 住 所 金　額

道下　陽一

保田　俊子

桔梗　　卓

中野　康子

金沢市

宇出津

小木

松波

100,000

100,000

100,000

100,000

田中　大輔

髙田　　繁

廣瀬　貴弘

寺下　　昇

木戸　利昌

木下　弘

大山　賢昇

浦　　泰史

東　　睦子

愛知県

金沢市

小木

宇出津

寺分

大阪府

柳田

宇出津

藤波

100,000

30,000

100,000

100,000

100,000

33,000

50,000

100,000

100,000
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