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Q 活動の内容について教えてください。
（注1）
、
ＡＤＨＤ
（注2）
などを持つ発達障害児・
A 金沢エルデの会は、知的な遅れのないＬＤ

者や、保護者の支援をする会です。主な活動は、発達障害児・者を対象とした学習支援や、
保護者を対象としたケース検討会です。また不定期で、合宿などのイベントを開催した
り、他団体と合同で、ピアサポート
（注3）
を行っています。活動を通して得た支援のアイ
ディアなどは、セミナーやホームページで発信しています。

（注1）
聞く、
話す、
読む、
書く、
計算する、
推論するなどのうち、
特定の能力の習得や使用に著しい困難がある状態。
（注2）
物事に集中できない、落ち着きがない、突飛な行動を取るなどを特徴とする状態。
（注3）
同じような子供
（年齢不問）
を持つ保護者が出会う場を設ける取り組み。
学習支援の様子

Q ボランティア活動をしてやりがいを感じるときはどんな時ですか。
A 会員は、実際に発達障害児の子育てを経験した方が多いです。自分の子育て経験談が同じ境遇の人達の力になれること
や、学習支援を利用していた子供達が元気に社会で活躍してくれることがやりがいです。
また、エルデの会の雰囲気はとても賑やかで笑いが絶えません。活動を通して、何でも相談できるかけがえのない仲間
や理解者がたくさんできました。

今年もたくさんのご協力

Q 最後にメッセージをお願いします。
A 最近では、発達障害という言葉は世間に知られてきましたが、当事者が実際にどんなことで困っているか、どんな支援が

ありがとうございました

必要かはまだまだ理解されていません。発達障害について世間にもっと理解を促すことや、当事者が生活していくうえでの
課題を解決できるように今後も支援していきます。
また、エルデの会では、保育士、教師、心理士など発達障害児・者の支援に携わる仕事を目指す方々のボランティアも募
集しています。発達障害を持つ人が、その人らしく生きていけるように私たちといっしょに活動しましょう。

【連絡先】 山口 智世（やまぐち ともよ）
メール oﬃce@elde.kanazawa.tv
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検索

金沢エルデの会

このコーナーでは、金沢市内で活動しているボランティアグループを紹介します。
今回のボランティアグループに興味のある方は、連絡先までお問い合せください。
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。

ご寄附ありがとうございました

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。

地域の清掃活動のお手伝い
【内 容】 石川県内で清掃活動のお手伝いをしていただける方を募集しています。
犀川河川敷の清掃と手入れや、他にも地域行事への参加、福祉施設のお手伝いなどもあります。
【活動場所】石川県内
【活動日】月２回（要問合せ）
グ ラ ン デ
【連絡先】総合支援ボランティア団体ＧＲＡＮＤＥ 電話：076-299-9464
担当：能田林（のだばやし）

健康麻将（けんこうマージャン）普及活動のお手伝い
【内

容】 麻将卓の配置、施設利用者の麻将相手、チラシ作りなどパソコン事務補助のお手

伝いをしていただける方を募集しています。※麻将を知らない方でも大丈夫です。
【活動場所】金沢市近郊の公民館、地域サロンなど
【活動日】第２・４の火・水曜日 12：30～16：30 第１・３の木曜日 9：30～12：30
【連絡先】金沢聴牌倶楽部（かなざわてんぱいくらぶ） 電話：090-4684-6028
担当：宮本（みやもと）

ボッチャ選手のお手伝い
【内

容】 ボッチャは重度の脳性麻痺者や運動機能に障害をもつ方向けのスポーツです。

平成30年度

（H31.1.1 ～ 3.31）

募金総額 ６３,４７１,３２３円

【福祉ボランティア基金】

・二飯田 成一 様
積立額

募金実績（金沢市内）

63,303,163 円

(平成31年２月28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。

中央郵便局 ●
女性センター ●
三社

石川県職業能力
開発プラザ
●

玉川 ●
図書館

松ヶ枝
緑地

松ヶ枝
福祉館

めいてつ ●
エムザ

南町・尾山神社バス停

上堤町

B

南町

ローソン ●
● 北陸銀行
ボッチャ選手の介助、ボッチャ大会の運営のお手伝いをしていただける方を募集しています。
ニューグランド
南町・尾山神社バス停
文化ホール ● ● ホテル
【活動場所】 金沢市障害者高齢者体育館（駅西むつみ体育館） 金沢市駅西本町２-３-27
尾山町
尾山神社
【活動日】第１土曜日 13：00～16：00 ※変更の場合あり
至香林坊
ボッチャクラブ
ころり～んず
電話
：
076-257-3048
【連絡先】
［住所］ 石川県金沢市高岡町７-25
担当：越村（こしむら）
金沢市松ヶ枝福祉館内
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25,335,242円

街頭募金

369,811円

0円

法人募金

3,031,827円

655,000円

職域募金

636,170円

0円

イベント募金

604,861円

84,253円

1,326,971円

19,370円

37,377,458円

26,093,865円

63,471,323円

平成30年度赤い羽根共同募金運動におきま
しては、市民の皆様をはじめ、町内会、企業、
学校、民生委員児童委員協議会等各種団体の皆
様から多大なご理解とご協力をいただきあり
がとうございました。
皆様からお預かりしました貴重な募金は石
川県共同募金会で取りまとめられ、一般募金は
平成31年度の年間を通じた様々な地域福祉活
動に役立てられる予定です。歳末たすけあい募
金は、平成30年の歳末に支援を必要とする方
たちのために役立てられました。
多くの皆様方に支えられながら、募金運動を
実施できましたことを、心からお礼申し上げ、
今後とも、あたたかいご支援とご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。

今号の内容

B

※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。

歳末たすけあい募金

【戸別募金】皆様が住む町内会を通じて各世帯から集められた募金です。
【街頭募金】商業施設や駅など、人の集まる場所で寄付を呼びかける募金です。
【法人募金】金沢市内の企業・団体から集められた募金です。
【職域募金】金沢市内の企業・団体の職場内で社員の方から集められた募金です。
【イベント募金】文化祭やバザーなどで寄付の呼びかけや募金箱を設置し集められた募金です。
【その他募金】商店街や公共施設などに設置された募金箱等で集められた募金です。

武蔵

野村 ●
証券

31,407,818円

合計

至彦三

至金沢駅

金沢市社会福祉協議会
金沢ボランティアセンター

戸別募金

小計

金沢市社会福祉協議会へのアクセス
至金沢駅

一般募金

その他募金

※寄附者には税制上の優遇措置があります。

六枚

募金の種類

赤い羽根共同募金のご報告 ・・・・・・・・・・・・1、2ページ
金沢メルシーキャブサービス利用者募集・・・3 ページ

ボランティアグループ紹介 ・・・・・・・・・・・・・・4 ページ
ボランティア募集情報・ご寄附の報告・・・・・4 ページ

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

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

【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
LINE@

「福祉のつどい 2018 金沢」
標語優秀作品

本誌は共同募金配分金など
により作成しています。
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通院･買物･レジャーに出かけませんか？

赤い羽根共同募金ご協力をいただいた
平成30年度金沢市共同募金委員会取扱分
企業・団体等

金沢メルシーキャブサービス
利用者募集中！

（50音順）

ITビジネスプラザ武蔵
青木クッキングスクール
（株）
アク卜
いきいきギャラリー
石川県管工事協同組合
（一財）石川県女性センター
（公財）石川県体育協会 いしかわ総合スポーツセンター
石川ダイハツ販売（株）金沢駅西店
石川中央魚市（株）
石川トヨペット
（株）
金沢本店
金沢西店
金沢松村店
金沢南中央店
ウェルキャブ金沢店
伏見台店
U-CARタント金沢中央店
レクサス金沢駅西店
石川日産自動車販売（株）増泉店
（学）稲置学園 金沢星稜大学・女子短期大学
イワイ
（株）
ウロコ水産（株）
SMBC日興証券（株）金沢支店
NTT西日本グループ
近江町交流プラザ
岡三証券（株）金沢支店

加登長 横安江町店
金沢海みらい図書館
（株）金沢環境サービス公社
（公財）金沢芸術創造財団
金沢市文化ホール
金沢市民芸術村
（一社）金沢建設業協会
（公社）金沢市医師会
金沢市企業局
金沢市教育プラザ富樫
金沢市校下婦人会連絡協議会
金沢市消防局
（公財）金沢市水道サービス公社
（公財）金沢市スポーツ事業団
総合体育館
中央市民体育館
額谷ふれあい体育館
西部市民体育会館
鳴和台市民体育会館
金沢市精神障害者家族会連合会 福祉喫茶 つづみ門
金沢中央市場青果卸売協同組合

金沢市中央公民館 長町館
金沢市内各市民センター
金沢市内各保育所（園）
・各認定こども園
金沢市東部管理センター
金沢市保健所、泉野・元町・駅西福祉健康センター
金沢市農業協同組合
金沢市松ケ枝福祉館
金沢市ものづくり会館
金沢市役所
金沢市立泉野図書館
金沢市立城北児童会館
金沢市立玉川こども図書館
金沢市立玉川図書館、城北分館
金沢市立病院
金沢市立平和町児童館
金沢市立安江金箔工芸館
金沢市老人連合会
金沢信用金庫 本店
（株）金沢スカイホテル ANAホリデイ・イン金沢スカイ
（公財）金沢総合健康センター
（大）金沢大学
金沢茶屋
金沢中央農業協同組合
金沢ニューグランドホテル
（大）金沢美術工芸大学
金沢福祉用具情報プラザ
（公財）金沢文化振興財団 金沢蓄音器館
（株）金沢名鉄丸越百貨店 めいてつ・エムザ
金沢ライオンズクラブ
金沢中央ライオンズクラブ
金沢西ライオンズクラブ
金沢菊水ライオンズクラブ
金沢東ライオンズクラブ
金沢南ライオンズクラブ
金沢尾山ライオンズクラブ
金沢ひかりライオンズクラブ
金沢パークライオンズクラブ
金沢兼六ライオンズクラブ
（学）北川学園 金沢製菓調理専門学校
コーシン・サントリービバレッジ（株）金沢支店
コラボン

シューショップセブン
（株）ジョブリンク
（福）千木福祉会 ケアハウス千木の里

高砂ボランティア会／高砂大学校同窓会
田中昭文堂印刷（株）
中華蕎麦御輿
テンプスタッフフォーラム（株）金沢オフィス

（株）日産プリンス金沢
田上さくら店
東大通り店
日本郵便（株）金沢中央郵便局
ネッツトヨタ石川（株）西泉店
のと共栄信用金庫
西部支店
竪町支店
鳴和支店
野町支店
久安支店
森本支店
杜の里支店
八日市支店
野村證券（株）金沢支店

（福）ひろびろ福祉会 泉野図書館エルカフェひなげし
（株）ほくつう
北菱電興（株）
ホンダ薬局

松村ビジネスサービス
（株）
松村物産（株）管理部総務グループ
丸果石川中央青果（株）
（株）丸菱
みずほ証券（株）金沢支店
（株）三谷サービスエンジン長町店
（株）ヤマノホールディングス 京のきもの屋四君子 金沢店
ユニー
（株） アピタ金沢店
（福）陽風園

【料

【会員資格】
金沢市内在住で、車いすをご利用の方

金】

利 用 料

30分ごと300円＋１kmごと20円

年 会 費 1，
500円（4月1日から翌年の3月31日まで）

【会員期間】
１年間（４月１日～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可能

キャンセル料 １回300円（利用日の２日前から）
そ の 他 駐車料金・有料道路などの実費

よくあるご質問

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

【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：今すぐ利用することはできますか？
Ａ１：事前に会員登録およびご予約が必要です。
Ｑ２：車いすは貸してもらえますか？
Ａ２：お貸ししていません。ご自身でご用意ください。
Ｑ３：車いすへの移乗はお願いできますか？
Ａ３：福祉車両への乗り降り以外の介助はできません。
その他の介助が必要な方はご自身で手配願います。

運転ボランティア始めてみませんか？
女性の方も活躍しています！
【活動内容】
車いす利用者の通院や買物の送迎、福祉車両への乗降介助
※福祉車両の運転、乗り降り以外の介助はありません。

【活動日時】
〈会社・法人略語一覧〉
（株）：株式会社

（公）：公立大学法人

（学）：学校法人

（一社）：一般社団法人

（大）：国立大学法人 （公財）：公益財団法人

赤い羽根共同募金の詳細や使い道については
「はねっと」
（https://www.akaihane.or.jp）をご覧ください。
皆様から寄せられた募金が私たちのまちの福祉にどのように役立てられているかご覧いただけます。
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車いすに座ったまま乗車できる福祉車両での送迎サービスです。
利用者の方以外にご家族やヘルパーなど、２名まで同乗することができます。
利用用途に定めはありません。買い物、通院、行楽など普段の生活の様々な場面でご利用いただけます。
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。

【運行時間】

（福）：社会福祉法人 （公社）：公益社団法人

大和証券（株）金沢支店

金沢メルシーキャブサービスは

午前７時～午後９時の間でご都合の良い時間
（12月29日～１月３日は運休）
※１回の活動時間は１時間～２時間半程度

【応募条件】
（申込日時点で次のすべてに該当する方）
・年齢が68歳以下の方
・過去２年以内に免停処分を受けていない方
・普通免許取得後、３年以上経過している方
※ボランティア活動を始める前に、講習会により車両の取扱いの練習を行います。
（講習にかかる
時間は１時間程度です）
※二種免許をお持ちでない方は年４回行われる法定講習（日曜日の8：30～18：00）のうちいずれ
か１日を受講していただきます。
※活動中に事故などのトラブルが生じた場合、保険を適応しますので個人に負担はかかりません。

【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：０７６-２３１-３７２５
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(福祉輸送) 登録番号：北石市福第１号
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