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金沢メルシーキャブサービスの案内

今号の内容

【運行時間】
午前8時～午後9時　※12月29日から1月3日を除き、毎日運行

【会員期間】
1年間（4月1日から翌年の3月31日）

【利用回数】
平日は1カ月5日間まで　※土・日・祝日は何回でも利用できます。

【運行範囲】
金沢市、野々市市、津幡町、内灘町、白山市（旧松任市・旧鶴来町に限る）、
小松空港（小松空港からの乗車はできません）

Q1： 今すぐ利用したいのですが…
A1： 事前に会員登録と予約が必要です。詳しくは事務局までお電話ください。
Q2： 車いすは貸してくれますか？
A2： 貸出はしていません。ご自分で手配をお願いします。
Q3： 車いすの介助も頼みたいのですが…
A3： 車への乗り降り以外の介助には、対応しておりません。介助が必要な方は、

ご家族やヘルパーに同乗をお願いしてください。

＊利用できる方＊ 金沢市内在住で、車いすを使用している方

＊応募できる方＊

車いすに座った状態のまま乗車できる福祉車両を運転するボランティアを募集しています。
ご都合の合う時間にできる活動ですので、興味のある方はお気軽にご連絡ください。

次の全てに該当する方
①68歳以下の方。
②過去２年以内に免許停止処分を受けていない方。
③普通免許習得後、３年以上経過している方。

車いすに座った状態のまま乗車できる福祉車両を運転するボランティアを募集しています。

車の運転が好きなボランティア募集中

【料　　金】

利 用 料

年 会 費

キャンセル料

そ の 他

よくあるご質問

30分ごと300円＋１㎞ごと20円

電話  076-231-3571

1，500円（4月1日から翌年の3月31日まで）

１回300円

駐車場・有料道路などの実費

例： 自宅から病院まで走行時間15分、走行距離
 5kmの場合。

15分（300円）＋5㎞（100円）＝400円
往復の場合……800円

病院自宅

片道5km、15分

申込み・問い合わせ 金沢メルシーキャブサービス事務局（金沢市社会福祉協議会内）　　電話：076-231-3571
金沢市高岡町7-25　金沢市松ヶ枝福祉館　市町村運営有償運送（福祉運送）　登録番号：北石市福第1号

お気軽に
お問い合せください！

メルシーの車両と
ボランティアさん
たちです

金沢メルシーキャブサービスは、車いすに座ったまま乗車できる福祉車両を使った送迎サービスです。
ご家族なども２名まで同乗できますので、安心してお出かけできます。
運転協力会員（ボランティア）が福祉車両を運転しています。

お気軽に
お問い合せください！金沢メルシーキャブサービスは、車いすに座ったまま乗車できる福祉車両を使った送迎サービスです。

通院・買物・お花見などへ、車いすのまま外出できる★
金沢メルシーキャブサービス利用者募集中！
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ご寄附ありがとうございました

積立額 53,593,650円

寄附者名（Ｈ29.1.1～2.28）

(平成29年2月28日現在)

【福祉ボランティア基金】
・金沢市児童館児童厚生員会 様

本会では、皆さまからのご寄附を受け付けています。
今後とも皆さまの温かいご支援をお願いいたします。
皆さまからのご寄附は、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。

※寄附者には税制上の優遇措置があります。

【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　【URL】 http://www.kana-syakyo.jp

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

［住所］
石川県金沢市高岡町７-25
金沢市松ヶ枝福祉館内
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金沢市社会福祉協議会
金沢ボランティアセンター  

金沢市社会福祉協議会へのアクセス

　このコーナーでは、金沢市内で活動をされているボランティアグループを紹介します。このページで紹介するグループで
は、随時、仲間を募集しています。ボランティア活動に興味がある方は、連絡先までお問い合わせください。
　また、金沢ボランティアセンターでは、「ボランティア活動がしたい」、「ボランティア情報が欲しい」などの相談に応じて
います。お気軽にご相談ください。

■活動の内容について教えてください。
■ボッチャとは身体障害者のためにヨーロッパで生まれたスポーツで、パラリンピック

の種目です。白いボール（目標球）を的にして、自分のカラーボール（赤または青）をど
れだけ近づけられるかを競います。私たちが行っているレクリエーションボッチャは、
重度障害のある方も介助者と一緒に道具を使って参加できるスポーツです。約10名
の会員が分担して、金沢市内外の5か所の福祉施設を毎月1回ずつ訪問し、利用者の介
助をお手伝いしています。

■ボランティア活動をしていてやりがいを感じるときはどんな時ですか？
■レクリエーションボッチャのお手伝いをするために福祉施設を訪問すると、利用者か

ら「楽しみにしてたよ」と声をかけていただくことがあります。それぞれの障害に配慮
し、身体の負担にならず、リラックスして楽しめるよう心がけています。また、ゲームを
しながら交流が生まれ、最初は表情の少なかった利用者が、目が合うと笑顔を返して
くださるようになりました。これからも素敵な笑顔を増やしていきたいです。

■最後にメッセージをお願いします。
■レクリエーションボッチャは性別や年齢、障害の有無に関係なく楽しめるスポーツです。一般の方に認知度が低いスポー

ツなので、2020年の東京パラリンピック開催に向けて周知していきたいと思います。そして、一緒に活動を盛り上げてく
れる新規会員を募集中です。ゲームをしながら、楽しくルールを覚えてみませんか？60～70代の会員が活躍中ですが、若
い世代の方も大歓迎です。現在、活動中の会員も未経験から始めた人ばかりなので、安心してご参加ください。

■■■活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。活動の内容について教えてください。

ザ・ボッチャーズ今号
の

ザ・ボッチャーズ代表：越村　邦好　　E-mail：kosimura.kuniyosi@agate.plala.or.jp【連絡先】

金沢市社協facebookページをご覧ください！

金沢市社協では地域福祉活動の様子やボランティア関連の最新情報
などをお伝えするfacebookページを運用しています。
ご覧いただき、ぜひページへの「いいね」もお願いします。

  主な掲載内容

・地区社協や民生委員関連事業に関する情報
・ボランティア関連情報
・ケアワーカーカフェの案内、報告
・金沢市社協が実施するその他事業の案内、報告など

閲覧は下記ＵＲＬまたはＱＲコードからアクセスください。
【ＵＲＬ】 https://www.facebook.com/kana.syakyo



赤い羽根
共同募金に参加・協力をお願いします

ボランティアが共同募金を支えています。

ボランティアに活躍いただく内容はさまざまです。
多くの方々に共同募金運動に参加いただき、市民
一人ひとりのたすけあいの心を醸成し、たすけ
あい運動を行っていくことが共同募金の大きな
願いです。

ボランティアには、様々な方法があります。「ボランティアとして関わってみたいなぁ」という方は、共同
募金委員会までお気軽にお問い合わせください。

赤い羽根共同募金ボランティアの参加メニュー
誰でも気軽に
できる！

募金委員会までお気軽にお問い合わせください。募金委員会までお気軽にお問い合わせください。募金委員会までお気軽にお問い合わせください。募金委員会までお気軽にお問い合わせください。募金委員会までお気軽にお問い合わせください。募金委員会までお気軽にお問い合わせください。募金委員会までお気軽にお問い合わせください。募金委員会までお気軽にお問い合わせください。募金委員会までお気軽にお問い合わせください。募金委員会までお気軽にお問い合わせください。

戸別募金

各地区の募金封筒

各ご家庭を戸別に訪問する募金
方法です。多くは町会長・班長
が活躍しています。募金は決し
て強制ではありません。お気持
ちをご寄附いただければ幸い
です。

街頭募金

高砂ボランティア会

街頭で募金を呼びかける方法です。募
金期間中随時行っています。子どもか
ら大人まで参加しやすいボランティア
です。一緒に活動していただける方を
募集しています。また、街でみかけた
ら寄附にご協力お願いします。

法人募金

金沢建設業協会

企業や団体が法人として共同募金に
寄附する方法です。法人にとってふ
さわしい社会貢献、地域貢献のかた
ちをお手伝いします。なお、共同募
金に対する寄附金は全額損金算入と
なる税制上の優遇措置があります。

職域募金

共同募金の募金箱

職場や事業所で社員･従業員･職
員に募金をよびかけ、寄附する
方法です。職場での行事・イベ
ントなどに合わせて募金活動を
行う企業もあります。ご要望があ
れば専用募金箱をお貸しします。

学校募金

金沢星稜大学学生赤十字奉仕団

近江町市場商店街振興組合

学校単位で募金をよびかけ、寄
附する方法です。自分の住む町
で共同募金がどのように使われ
ているか知ることが自分たちの
町の福祉を知ることになり福祉
教育につながります。

イベント募金

福祉のつどいでの模擬店出店

共同募金委員会が行うチャリ
ティーイベントで募金を集う方法
です。企画準備段階から当日の
お手伝いまで募集しています。

ボーイスカウト金沢第2団
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皆さまのご協力により、総額7,005万6,627円のご寄附をいただきました。
（平成28年度金沢市内の募金実績）

〈協力企業・団体等〉 金沢市町会連合会／金沢建設業協会／金沢市医師会／陽風園／高砂ボランティア会／金沢
市老人連合会／金沢市身体障害者団体連合会ボランティア会／金沢市肢体障害者福祉協会／金沢市内各保育所
（園）・各認定こども園／金沢市役所／市内各市民センター・市民サービスセンター／金沢市保健所、泉野・元
町・駅西福祉健康センター／金沢市企業局／金沢市消防局／金沢市立泉野図書館／金沢市立玉川図書館、城北
分館、玉川こども図書館／金沢海みらい図書館／金沢市東部管理センター／金沢市教育プラザ富樫／金沢市立
病院／ITビジネスプラザ武蔵／近江町交流プラザ／金沢市立城北児童会館／金沢市立平和町児童館／金沢美術
工芸大学／金沢大学／金沢星稜大学・女子短期大学部／金沢製菓調理専門学校／金沢市校下婦人会連絡協議会
／ひろびろ福祉会／石川県女性センター／いしかわ総合スポーツセンター／金沢市スポーツ事業団（金沢市総合
体育館、中央市民体育館）／エイム（鳴和台市民体育会館、西部市民体育会館）／金沢市文化ホール／金沢市民芸
術村／金沢市中央公民館長町館／金沢総合健康センター／金沢市水道サービス公社／金沢環境サービス公社／
石川県管工事協同組合／金沢市ものづくり会館／安江金箔工芸館／金沢蓄音器館／近江町市場商店街振興組合
／日本郵便金沢中央郵便局／金沢信用金庫本店／のと共栄信用金庫／石川日産自動車販売増泉店／日産プリン
ス金沢東大通り店／石川トヨペット／大和証券／SMBC日興証券／岡三証券／野村證券／みずほ証券／丸菱／
アクト／コーシン・サントリービバレッジ金沢支店／田中昭文堂印刷／北菱電興／大東建託金沢南支店／NTT
西日本北陸事業部／NTTビジネスアソシエ北陸支店／NTTビジネスソリューションズ北陸支店／NTTフィール
ドテクノ北陸支店／NTTマーケティングアクト北陸支店／NTTネオメイト北陸支店／松村物産／松村ビジネス
サービス／ジョブリンク／テンプスタッフフォーラム／めいてつ・エムザ／ユニー北陸本部アピタ金沢／三谷
サービスエンジン長町店／丸果石川中央青果／石川中央魚市／ウロコ水産／金沢中央市場青果卸売協同組合／
金沢東ライオンズクラブ／金沢ライオンズクラブ／金沢伏見ライオンズクラブ／金沢兼六ライオンズクラブ／
金沢尾山ライオンズクラブ／JRサービスネット金沢（ハートイン金沢店・ブックコーナー）／金沢都ホテル／金
沢ニューグランドホテル／ANAホリデイ・イン金沢スカイ／金沢市農業協同組合／金沢中央農業協同組合／つ
づみ門／シューショップセブン／コラボン／加登長横安江町店／イワイ／ほくつう／中華蕎麦神輿／ホンダ薬
局／ケアハウス千木の里入居者ご一同／金沢市松ヶ枝福祉館・金沢福祉用具情報プラザ・いきいきギャラリー
の来館者／ふるさとサポート募金で募金していただいた方々／街頭で募金していただいた方々
 （順不同・敬称略［平成28年度金沢市共同募金委員会取扱分］）

石川県共同募金会金沢市共同募金委員会　TEL 076-231-3571／FAX 076-231-3560 金沢市高岡町7-25 金沢市松ヶ枝福祉館内
共同募金などの詳細は「はねっと」　http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do

平成28年10月1日（土）～12月31日（土） 多くの方々に寄附および
ボランティアとしてご協力いただき、ありがとうございました。


