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ボランティアが初めての方も大丈夫！ボランティア募集のお知らせです。

No.

喫茶コーナーの手伝い

電話：076-257-3122 担当：加藤

【活動場所】 金沢市千木町ヘ3-1
【内 容】 ①喫茶コーナーの手伝い ②ドライヤーかけ ③草むしり
【活動日】 ①月・水・土曜日 14：00～15：00 ②月・水・金曜日 14：00～15：00 ③日時応相談
【持ち物】 動きやすい服装
【募集人員】1～2人

ぜひご利用ください
金沢ボランティアセンターでは
LINE＠にてボランティア関連の

囲碁や将棋の相手

金沢市内のボランティア募集情

電話：076-269-0035 担当：山下

報や講座・イベント情報等を配信

【活動場所】 金沢市福増町南1221
【内 容】 話し相手、囲碁・将棋の相手、書道・音楽などを一緒に楽しむ、車いすや施設内の清掃
【活動日】 日時応相談
【持ち物】 動きやすい服装、内履き
【募集人員】応相談

していく予定です。

登録方法
いずれもLINEアプリを起動し友だち
追加を行ってください

①「金沢ボランティアセンター」
で検索
②「@tjz1612f」
でID検索
③下記QRコードの読み取り↓

介護老人保健施設福久ケアセンター
電話：076-257-7333 担当：斎藤

【活動場所】 金沢市福久町ワ1-1
【内 容】 利用者との話し相手、入浴後のドライヤーかけ、手芸教室や折紙教室の手伝いなど
【活動日】 日時応相談
【持ち物】 特になし
【募集人員】5人

福祉のつどい2018金沢を、去る9月2日（日）に大盛況の中、開
催することができました。
当日は多くの方にご来場いただき、ありがとうございました。
また、ご協力いただいた各団体の皆様、ボランティアの皆様にも
心より御礼申し上げます。
（福祉のつどい金沢実行委員会）

ウェル
くん

手芸教室や折紙教室の手伝い

福祉のつどい2018金沢 終了のお礼

検索

ご寄附ありがとうございました

（H30.7.1～8.31）

【福祉ボランティア基金】
・二飯田 成一 様

積立額

55,477,978 円

(平成30年8月31日現在)

本会では、皆様からのご寄附を受け付けています。
今後とも、皆様の温かいご支援をお願いいたします。
皆様からのご寄附は、地域福祉活動やボランティア活動
推進のため活用させていただきます。

至金沢駅

中央郵便局 ●
女性センター ●
三社

●

玉川 ●
図書館

金沢市社会福祉協議会
金沢ボランティアセンター

松ヶ枝
緑地

めいてつ ●
エムザ
野村 ●
証券

南町・尾山神社バス停

文化ホール ●

上堤町

金沢市共同募金委員会

TEL 076-231-3725

メール knz-vc@kana-skakyo.jp

赤い羽根共同募金に寄せられた寄附金は、「地域福祉
の推進」のために、身近な地域の困り事を解決する取り組
また、災害時には、被災者を支援する「災害ボランティ

ど多くのボランティアの力に支えられています。皆様のあ
たたかいご支援、ご協力をお願いします。

ローソン ●
ニューグランド
ホテル

南町
● 北陸銀行
B

南町・尾山神社バス停

尾山町

尾山神社
至香林坊

［住所］ 石川県金沢市高岡町７-25
金沢市松ヶ枝福祉館内
武蔵ヶ辻・近江町市場バス停から徒歩5分 南町・尾山神社バス停から徒歩3分
環境のためにも公共交通機関を利用しましょう

4

助成の対象は、都道府県によって異なります。詳しくはこちら▶

B

●

【発行者】社会福祉法人金沢市社会福祉協議会 石川県金沢市高岡町７-25 金沢市松ヶ枝福祉館内
【電 話】０７６-２３１-３５７１ 【FAX】０７６-２３１-３５６０ http://www.kana-syakyo.jp

中央共同募金会

赤い羽根共同募金は、町会・民生委員・企業や学校な

武蔵

松ヶ枝
福祉館

www.akaihane.or.jp

アセンター」の設置や運営などにも役立てられています。

至彦三

至金沢駅

石川県職業能力
開発プラザ

10月1日（月）～12月31日（月）

検索

みなどを財政面から支えています。

金沢市社会福祉協議会へのアクセス
六枚

赤い羽根共同募金

じぶんの町を
良くするしくみ。

赤い羽根

※寄附者には税制上の優遇措置があります。

ありがとう
ございました

さしさ
や
の
ます
け
届
た

情報を配信します。

小規模特別養護老人ホーム福増苑

※他にもいろいろなボランティアがあります。
詳しくは金沢市社会福祉協議会HPをご覧ください。 金沢市社会福祉協議会

あ
な

LINE＠
はじめました

介護老人保健施設千木町ケアセンター

今号の内容
赤い羽根共同募金運動開始のお知らせ・・ 1、2 ページ
金沢障害者就業・生活支援センター
ジョブコーチ支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 ページ

踏み出そう 勇気の一歩 広がる輪
微力でも その手をつなげば 地域力
「福祉のつどい 2018 金沢」
標語優秀作品

ボランティア募集情報・LINE@ はじめました・・4 ページ
福祉のつどい 2018 金沢 終了のお知らせ・・4 ページ
本会への寄附について・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 ページ

本誌は共同募金配分金など
により作成しています。

1

みなさまからの募金は
このように活用されています。

さまざまな福祉活動に
役立てられているんだよ

金沢障害者就業・生活支援センター
障害のある方が、できるだけ早く職場に適応し、安心して能力を発揮するためには、適切なサポート

29

が大切です。
「ジョブコーチ支援」があります。

68,059,469

ジョブコーチ支援とは？

53,351,105

（78.4%）

（41,064,816 円）
いざ災害が
起こったときの
準備金のために

募金活動にかかる
事務費

アドバイスをします。

事業主に対して… 本人が力を発揮しやすい作業の提案や、障害特性を踏まえた仕事の

石川県内の
福祉活動のために

13.8％

2,568,000

障害者に対して… 職場の従業員の方との関わり方や、効率の良い作業の進め方などの

3.8％ 4.0％

（12,286,289 円）

ジョブコーチは、職場を訪問し障害者の職場適応に向けて以下のような支援を行っています。

（3.8%）

平成29年度

赤い羽根
共同募金

金沢市内の
福祉活動のために

78.4％

9,437,000

（13.8%）

2,703,364

教え方などのアドバイスをします。
※支援機関 １～３ヶ月（その後、必要に応じてフォローアップを行います。）

ジョブコーチ「支援のしくみ」
・障害特性に配慮した雇用管理に関する助言
・配置、職務内容の設定に関する助言

（4.0%）

事 業 主
（管理監督者・人事担当者）
上司・同僚

子育てサロン

地域サロン

こども食堂の支援

・業務遂行力の向上支援
・職場内コミュニケーション能力の向上支援
・健康管理、生活リズムの構築支援

障害者

ジョブコーチ

・障害の理解に関する社内啓発
・障害者との関わり方に関する助言
・指導方法に関する助言

［家族］

・安定した職業生活を送るための
家族の関わり方に関する助言

問合せ先

災害時の支援

2

福祉活動関係者の研修会

見守り・訪問活動

金沢市高岡町７番25号 金沢市松ヶ枝福祉館２階
電話：076－231－0800（直通） FAX：076－231－0801（直通）
E-mail：k-nakapotu@po5.nsk.ne.jp
毎週月曜日～金曜日 午前９時～午後５時30分

3

