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石川言友会
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No.

Q 活動の内容について教えてください。
A 石川言友会は吃音(※)のある人の自助グループです。主な活動としては、毎月1回例会
を金沢市松ヶ枝福祉館で開催し、吃音に関する情報の提供や、悩みの共有を行っていま
す。また、吃音の社会啓発活動として、吃音に関心のある方を広く対象とした
「いしかわ
吃音のつどい」
の開催や、県内小中高等学校の教員を対象とした吃音啓発リーフレットを
配布し、各学校における吃音のある子どもへの対応方法の知識普及を図っています。
※語頭音を繰り返したり、引き伸ばしたり、つまったりして、滑らかに発話ができなくなる状態。吃音のある人
は約１００人に１人いると言われている。

例会の様子

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 例会では、自己紹介から始まり、吃音で困っていることや、知りたいことを皆で話し合
います。また、例会の中で
「何でも発表」
というコーナーがあり、朗読やスピーチなど、普
段は吃音が気になり、躊躇してしまうことを皆の前で発表できる時間があります。例会
に参加してもらい、今まで誰にも相談できなかった悩みを、同じ悩みをもつ人どうしで
共感してもらうことで、参加者が元気になっていくことにやりがいを感じます。

Q 最後にメッセージをお願いします。
A 吃音のある人を支援するために最も大切なのが、まわりの人に吃音について正しい知

いしかわ吃音のつどい

識をもってもらうことです。そのために、今後は、学校の授業や講演会などで吃音につい
て話をさせてもらう機会を増やしたいと思っていますので、ご覧いただいている関係者の方がいらっしゃいましたら、講師
のご依頼をいただければ大変有難いです。また、石川言友会では常に新しい仲間も募集しています。現在、非吃音者も活躍
しており、吃音に関心のある方ならどなたでも温かくお迎えしますので、まずはお気軽にお問い合せください。

連絡先

担当者：市村 哲教（いちむら あきのり）
電話：076-264-5513
メール：info@i-gyk.sakura.ne.jp
石川言友会

検索

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。

障害児・者
施 設 での
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。

空き缶のリサイクル

令 和 元 年 度

スタッフの運転す
【内 容】 空き缶のリサイクルのお手伝いしてくださる方を募集しています。
る車に同乗して、
市内のスーパー等で空き缶を回収後、
種類毎に選別し、
プレスします。

【活動日】月〜木曜日 午前の２時間程度 (日時応相談)
【連絡先】ひろびろ作業所 （金沢市大桑町タ1−18）
電話：076−260−0806 〔担当〕山田

くん

児童の余暇活動のお手伝い
【内

容】 障害児対象の放課後児童クラブで遊び相手をしてくれる方を募集しています。夏休

みなどの長期休暇時のボランティアであればお弁当を支給させていただきます。
【活動日】月〜金曜日 14：00〜17：30
春・夏・冬休み期間 9：00〜17：00 (日時応相談)
【連絡先】金沢手をつなぐ親の会 すずかけクラブ （金沢市高岡町7−25）
電話：076−261−7840 〔担当〕南

放課後デイサービスでの講座補助
【内

容】 障害児を対象とした料理教室、スイミング教室、ボウリング教室など様々な講座を行ってお

り、他にもいろいろなボランティアがあります。講師の補助をしてくださる方、子どもたちの
遊び相手や外出時の支援をしてくださる方を募集しています。
【活動日】月〜金曜日 10：00〜15：00 16：00〜21：00
土日祝日
10：00〜17：00 (日時応相談)
【連絡先】Share(シェア)金沢 （金沢市若松町セ104−1）
電話：076−256−1010 〔担当〕山田

募金総額
募金総額

ウェル

(昨年実績：63,471,323円)
※金沢市内の募金実績

金沢市社会福祉協議会へのアクセス
至金沢駅

六枚
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

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

野村 ●
証券

南町・尾山神社バス停

文化ホール ●

が減少しているなか、金沢市では、皆様からの多大なご支援をいただいたおかげ

上堤町

をもちまして、募金総額は昨年比＋503,084円と増加に転じることができました。
お礼申し上げるとともに、今後とも、地域福祉向上のために、ご理解とご協力を

南町
● 北陸銀行
B

●

賜りますようお願い申し上げます。

南町・尾山神社バス停

尾山町

尾山神社

今号の内容

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

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

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
Googleマップ
※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。 環境のためにも公共交通機関を利用しましょう

4

できること きっとあるはず 自分にも
地域の和 つなげて創る まちづくり

【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
ホームページ

は ねっと

多くの皆様方に支えられながら、共同募金運動を実施できましたことを心から

B

ローソン ●
ニューグランド
ホテル

+ 503,084円

武蔵
めいてつ ●
エムザ

松ヶ枝
福祉館

前年比
前年比

ねっと」で
公 開 されてい
ます！
ぜ ひ 一 度ご 覧
ください！

今年度もたくさんのご協力をいただきありがとうございました。全国的に募金額

至彦三

至金沢駅

63,974,407円
円

募 金の 使い み
ちに
ついては「は

フェイスブック

LINE@

「福祉のつどい 2019 金沢」
標語優秀作品

愛ちゃんと希望くん

共同募金運動シンボルキャラクター

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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・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。
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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企業・団体等
(敬称略)
同会会員に10/1〜
10/7までの7日間、街頭
募金とイベント募金にご
協力いただきました。
同会には昭和61年から
長きにわたりご協力をい
ただいています。

今年度の赤い羽根共同
募金に対して、いただいた
寄付について感謝状の贈
呈を行いました。
同協会には平成9年か
ら長きにわたりご協力を
いただいています。
(一社)金沢建設業協会

高砂ボランティア会 高砂同窓会

〈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)アクト
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
石川中央魚市(株)
石川トヨペット(株)
金沢本店
海環金沢駅西店
金沢松村店
金沢南中央店
伏見台店
U-CARタント金沢中央店
ウェルキャブ金沢店
(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)
NTT西日本グループ
近江町交流プラザ
近江町市場商店街振興組合
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
(公財)金沢健康福祉財団
(一社)金沢建設業協会
(公社)金沢市医師会
金沢市泉野、元町、駅西市民センター
金沢市企業局
金沢市教育プラザ
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
城南市民体育館
城東市民体育館
城北市民体育館
浅野川市民体育館
城西市民体育館
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森本市民体育館
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
金沢市中央公民館 長町館
金沢市東部管理センター
金沢市内各保育所（園）
・各認定こども園
金沢市農業協同組合
金沢市保健所、泉野、元町、駅西福祉健康センター
金沢市松ヶ枝福祉館
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
(大)金沢大学
金沢茶屋
金沢中央市場青果卸売協同組合
金沢中央農業協同組合
金沢ニューグランドホテル
(公)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
金沢東ライオンズクラブ
金沢中央ライオンズクラブ
金沢西ライオンズクラブ
金沢南ライオンズクラブ
金沢尾山ライオンズクラブ
金沢菊水ライオンズクラブ
金沢ひかりライオンズクラブ
(学)北川学園 金沢製菓調理専門学校
コ−シン・サントリービバレッジ(株)金沢支店

ちょい呑みダイニング貴
テンプスタッフフォーラム(株)金沢オフィス

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。
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。
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。
会員資格

料

金沢市内在住で、車いすをご利用の方
(株)日産プリンス金沢
東大通り店
田上さくら店
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
鳴和支店
八日市支店
久安支店
竪町支店
野町支店
西部支店
森本支店
杜の里支店

(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

松村物産(株) 管理部 総務グループ
松村物産グループ
松村ビジネスサ−ビス(株)
松村物産ホ−ムエネルギー(株)
共進運輸(株)
オリックスレンタカ−北陸(株)
丸果石川中央青果(株)
(株)丸菱
みずほ証券(株) 金沢支店

(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

〈会社・法人略語一覧〉
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

金沢メルシーキャブサービスは

（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

金

利 用 料

会員期間

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）

1年間（4月1日〜翌年の3月31日）

キャンセル料 １回300円（利用日の２日前から）

利用回数

そ の 他 駐車料金・有料道路などの実費

平日：1ヵ月5日間まで

よくあるご質問

※土・日・祝日は何回でも利用可能

運行時間
午前8時〜午後9時
※12月29日〜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

車いすへの介助はお願いできますか？

Ａ3

車への乗り降り以外の介助はできません。
介助が必要な方は 付き添いの方の同乗が必要です。

初心者大歓迎です！
活動内容
車いす利用者の通院や買物への送迎運転、
福祉車両の乗降介助。
※車の運転、乗り降り以外の介助はありません。

活動日時
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

（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、講習を受けていただきます。
※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。

（福）：社会福祉法人 （公社）：公益社団法人
（大）：国立大学法人 （公財）：公益財団法人

高砂ボランティア会/高砂同窓会
田中昭文堂印刷(株)

：一般財団法人
（一財）

（令和元年度金沢市共同募金委員会取扱分）

【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：０７６-２３１-３７２５
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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