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地域の和　つなげて創る　まちづくり　
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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

Googleマップ

ご家庭に集めたまま眠っているベル
マークはありませんか？
集められたベルマークは、各学校で
教育環境の整備などに活用できます。
ご協力をお待ちしております。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、外出を控えることとされていますが、献血へのご協力は
不要不急の外出にはあたりません。
献血ルームや県内各地の献血会場では徹底した感染対策を行っています。
ぜひ献血にご協力をお願いします。

収集ボランティアを
やってみよう！

献血にご協力ください！

収集方法
商品のパッケージから「ベルマーク」の部分
をハサミで切り取ってください。

寄贈先・問い合わせ先
下記の学校に持参または郵送ください。
①石川県立盲学校 寄宿舎
　（金沢市小立野5-3-1）
　電話：076-261-2339
②金沢大学附属特別支援学校
　（金沢市東兼六町2-10）
　電話：076-263-5551

ベルマーク 使用済み切手

収集・整理の仕方
その1 切手の周囲を5ミリ～1センチ程残して切り取ります。（切手のギザギザを残す）
その2 台紙（封筒）からはがさないでください。
その3 痛むため、ホッチキスや輪ゴムなどでまとめないでください。
その4 使用済み切手以外は混ぜないでください。
その5 分類する必要はありません。
　 
寄贈先・問い合わせ先
金沢市社会福祉協議会／金沢ボランティアセンターまで持参または郵送ください。
住所：〒920-0864　金沢市高岡町7-25　金沢市松ヶ枝福祉館内
電話：076-231-3725　
受付時間：月～金曜日（祝日除く）　9：00～17：45

◆ 献血ルーム ル・キューブ （金沢市袋町1-1 かなざわはこまち3階、電話：076-220-1655）
　 受付時間　　全血献血 10：00～12：30／13：50～18：00　成分献血 10：00～12：00／13：50～17：00
　 定 休 日　　月曜（祝日の場合は開所）
◆ 献血ルーム くらつき（金沢市鞍月東1-1 石川県庁近く、電話：076-237-3745）
　 受付時間　　月～金曜　 全血献血 9：00～11：40／13：00～16：45　成分献血 9：00～11：00／13：00～16：00
　 　　　　　　土曜　　　 全血献血 8：30～11：40／13：00～16：15　成分献血 8：30～11：00／13：00～15：30
　 定 休 日　　日曜・祝日

献血ルーム

県内各地の公共施設やショッピングセンター等で実施
※ 運行スケジュールは、石川県赤十字血液センターホームページでご確認ください

献血バス　（県内各地、電話：076-254-6372（石川県赤十字血液センター献血推進課））

石川県赤十字血液センター
ホームページ

自宅でできる
ボランティアが
あります。

STAY HOME
家で過ごそう

金沢市社会福祉協議会／金沢ボランティアセンターで
は、使用済み切手を集めています。
皆様から寄せられた使用済み切手は、専門の業者を通じて
換金し、「福祉ボランティア基金」に積み立てさせていた
だきます。ご協力をお待ちしております。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
生活にお悩みの皆様ヘ

５月20日時点の情報を基に作成。

申請できる方／制度名 支援内容

①
休業等により収入が減少し一時的に生計
が維持できない世帯
（緊急小口資金：特例貸付）

一時的な生活費の貸付：20万円以内
据置期間：１年以内　償還期間：２年以内
※無利子・保証人不要

②
収入の減少や失業等により生活に困窮し
ている世帯
（総合支援資金：特例貸付）

当面の生活費等の貸付
　単身世帯 ：月額15万円以内
　２人以上の世帯 ：月額20万円以内
据置期間：１年以内　償還期間：10年以内
※無利子・保証人不要
※貸付期間は原則３ケ月

③
離職・廃業・収入の減少で住居を失った、
または失う恐れのある世帯
（住居確保給付金）

賃貸住宅の家賃の支給
※世帯人数に応じて上限額があります

　（例）　単身世帯 ：月3.3万円
　　　　２人世帯 ：月4.0万円
※支給期間は原則３ケ月（最長９ケ月）

※①②の今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。

【相談・申請受付】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請は原則、郵送での受付となります。まずはお電話でお問い合わせください。
　社会福祉法人金沢市社会福祉協議会　〒920-0864  金沢市高岡町７-25　金沢市松ヶ枝福祉館内
　電話：０７６‒２３１‒３５７１（９時～17時。土日祝日を除く） ファックス：０７６‒２３１‒３５６０
　ホームペ－ジ：http://www.kana-syakyo.jp/

新型コロナウイルス感染拡大による
心の健康相談のご案内

新型コロナウイルス感染拡大やそれに伴う影響に関して、不安や疲れを感じていませんか？
気持ちを誰かに話したり相談したりすることで、辛さが和らぐことがあります。
不安やイライラなど、辛い気持ちが続く時は、お気軽にご相談ください。

相談対象者  石川県にお住まいの方

相　談　先  ①石川県こころの健康センター　電話：076-238-5750（相談課直通）
 　相談時間：月～金曜日（祝日除く）　8：30～17：15
 ②こころの相談ダイヤル　電話：076-237-2700
 　相談時間：月～金曜日（祝日除く）　9：00～12：00、13：00～16：00 ウェル

くん



地域の身近な福祉相談窓口
ひとりで悩まないで…

にご相談ください
金沢市地域福祉計画に基づき、金沢市と市社会福祉協議会が協働して、
地区社会福祉協議会に身近な相談窓口を開設しています。
最寄りの相談窓口をお気軽にご利用ください。

電話でも来所でもOK！
電話の場合は、「福祉相談」であることをお伝えください。
来所の場合は、相談室にご案内します。

電話がつながらない、身近に相談窓口が無いなどの場合
金沢市社会福祉協議会　☎２３１－３５７１ へ
（平日9時～17時、土・日・祝日・年末年始はお休み）

おひとり、おひとりの状況
に応じ、今のあなたにふ
さわしい専門機関へおつ
なぎします。

最近、
近所の高齢者
の○○さんが
心配なの。

自分が高齢に
なったとき、
引きこもりの
子どものこと
が心配で…

子育てと
親の介護の
両立について
誰かと話が
したいな…

子育て、子ども
のことについて
悩みがあるのだ
けれど…

仕事が
できない…
生活が
苦しい…

ゴミが
捨てられ
ない…

定年後、
何か
地域の役に
立ちたいなあ

きっと解決の糸口が
見つかります。

ボランティアに関心がある方も
お気軽にお問合せください。

2 3

  南部エリア

地区名 場　　所 電話番号 相談日時

富　樫 富樫公民館 241-5327
月～金

10:00～12:00

三　馬 会館みんま 243-2734
月～金

10:00～16:00

扇　台 扇台公民館 296-0606
月～金

9:00～13:00

伏見台 伏見台公民館 243-3341
月～金

10:00～15:00

米　泉 米泉公民館 241-8924
月～金

10:00～16:00

  北部エリア

地区名 場　　所 電話番号 相談日時

馬　場 馬場福祉会館 252-3959
月～金

9:00～12:00

浅　野
浅野町
福祉センター

253-0294
月・火・木・金
9:00～12:00

森　山 森山善隣館 252-0817
月～金

9:30～16:30

夕日寺 夕日寺公民館 251-0027
月～金

9:00～16:30

今年度開設準備中
小坂、森本、千坂

  駅西・臨海エリア

地区名 場　　所 電話番号 相談日時

長　田 長田会館 223-8400
月～金

9:00～12:00

大野町 大野町公民館 268-3896
月～金

9:00～17:00

戸　板 戸板会館 223-8040
月～金

9:00～17:00

西 西公民館 262-6716
月～金

10:00～12:00

鞍　月 鞍月文化会館 254-5425
月・火・水
9:00～16:00

浅野川 浅野川公民館 238-3680
月・水・金
9:00～12:00

粟　崎
粟崎
文化センター

238-3072
月・水・金
9:00～16:00

今年度開設準備中
大徳、金石、諸江

  西部エリア

地区名 場　　所 電話番号 相談日時

米　丸
米丸
あすなろ苑

291-2947
月～金

10:00～16:00

安　原 安原公民館 249-0772
月・水・金
9:00～12:00

押　野 押野公民館 247-0856
月・火・水・金
10:00～15:00

新神田 新神田公民館 291-0025
月～金

10:00～16:00

今年度開設準備中
二塚、三和

  東部エリア

地区名 場　　所 電話番号 相談日時

小立野
小立野
文化会館

264-0004
月～金

9:00～17:00

味噌蔵 第三善隣館 221-0962
月～金

9:00～16:00

湯　涌 湯涌公民館 235-1852
月～金

9:00～17:00

浅　川 田上公民館 222-4422
月～金

9:00～16:00

今年度開設準備中
材木、崎浦、犀川

  中央エリア

地区名 場　　所 電話番号 相談日時

野　町 野町会館 241-3204
月～金

10:00～16:00

十一屋 平和町会館 244-1132
月～金

9:00～12:00

新　竪 新竪会館 231-0258
月～金

10:00～16:00

内　川 内川公民館 247-2263
月～木

10:00～14:00

中　村 中村会館 247-4447
月～金

10:00～14:00

長　町 長町公民館 231-5730
月～金

10:00～15:00

此　花 此花会館 221-0938
月～金

9:00～12:00

瓢　箪 瓢箪町公民館 221-1476
月・火・木・金
10:00～15:00

今年度開設準備中
泉野、菊川、弥生、長土塀

相談員は、日ごろから地域福祉活動に従事している地区社会福祉協議会職員などで、金沢市が
指定する研修を修了した人たちです。
相談者のプライバシーは守られますので、安心してご相談ください。




