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No.

（ボランティアグループ活動費助成）

５月７日（金）必着

受付締切／令和３年

福祉に関するボランティア活動を行う団体で次の①、②いずれかの
条件を満たす活動
助成対象
活
動

助成対象
団
体

①以下のいずれかの場所で行われる活動
・社会福祉施設又は福祉に関する事業所
・介護・医療施設
②以下のいずれかを対象とした活動
・高齢者 ・障害児
（者） ・生活困窮者 ・ひとり親家庭 ・社会的養護児童
・不登校児童 ・貧困の状況にある子ども ・乳幼児

10名以上の会員で構成され、主に金沢市内で自主的に継続してボ
ランティア活動を行う団体のうち、次の①、②いずれかの条件を満
たす団体
（法人格を有する団体は不可）
①助成対象活動を年12回以上行い、かつ、延べ60人以上の会員が参加している団体
②当該団体の活動全体に占める助成対象活動の割合が50％以上の団体

助成金の申請額及び上限額は以下のとおり
助成申請額
及び上限額

本事業の助成を初めて受けた年度

助成申請額
（千円未満切捨て）

助成金の上限

平成29年度
（2017年）
以降

助成対象経費の1/2以内の額

7万円

平成28年度
（2016年）
以前

助成対象経費の1/3以内の額

5万円

助成対象
経
費

助成対象期間のボランティア活動にかかる以下の経費

助成対象
期
間

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

応募方法

令和
２年度

募金総額
募金総額

・通信費、賃借料、消耗品費、交通費、会議費、研修費、器材等購入費、原材料費

の接触がはばかられることや、街頭で大きな声で募金を呼びかけることの

ウェル
くん

ネット募金のチラシを
作成しました。

自粛など、従来通りの方法では募金運動を実施することが難しい状況でし

・助成対象経費は上記期間中のボランティア活動にかかったものが対象

た。そんな中、非対面での募金が可能なネット募金の活用、街頭で大きな声
を発せない代わりにポスターを掲げて募金を呼びかけるなど、金沢市内の

金沢市社会福祉協議会に申請書類を提出してください
（郵送又は持参に限る）

各地でこれまでの方法にひと工夫加えた募金運動を行っていただきました。
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

・申請書類の詳細は応募要項をご覧ください。応募要項は金沢市社会福祉協議会ホー
ムページ
（http://www.kana-syakyo.jp）
からダウンロードできます）

金沢市社会福祉協議会／金沢ボランティアセンター
☎076 231 3725

※金沢市内の
募金実績

今年度の募金運動は、新型コロナウイルスの影響により、人と人との直接

街頭でポスターを掲
げて募金の呼びかけ
を行いました。

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
力を賜りますようお願い申し上げます。

今号の内容

※その他条件等がございますので、応募要項をご覧いただくか、または電話でお問い合せください。

申 込 み・
問い合わせ

61,919,512円円

金沢市社会福祉協議会

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運転ボランティア・利用会員募集・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 ページ

検索

金沢市福祉ボランティア活動育成事業（ボランティアグループ活動費助成）のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 ページ
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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

フェイスブック

LINE@

「福祉のつどい 2019 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。

1

赤い羽根共同募金にご協力をいただいた企業・団体等
(敬称略)

がとう！
あり

金沢市立泉中学校の皆様にご協力いただきました。
共同募金運動期間中の三者懇談・通知表渡しの日に合
わせて、生徒会の方たちが、校内で生徒・保護者に向け
て募金を呼びかけました。集まった募金は全額、金沢

金沢メルシーキャブサービス
運転ボランティア募集中！
＊金沢メルシーキャブサービスって何？

市共同募金委員会に寄付をいただきました。あたたか

金沢メルシーキャブサービスは、車いす利用者を福祉車両により送迎するサービスです。

金沢市立泉中学校の生徒会長（中央）、先生（右） いご支援ありがとうございました。

福祉車両の運転と、車いす利用者の方の福祉車両への乗り降りの介助です。
午前7時〜午後9時の間で、都合の良い時間に活動ができます。（12月29日〜1月3日は運休）
〈50音順〉
Ｉ
Ｔ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
レクサス金沢駅西店
（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
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
金沢市民芸術村
金沢市文化ホール
（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
鳴和台市民体育会館
中央市民体育館
総合体育館
額谷ふれあい体育館
西部市民体育会館
城東市民体育館
城西市民体育館
城北市民体育館
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

2

金沢市東部管理センター
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
金沢市立泉中学校
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
金沢市立城北児童会館
金沢市立泉野図書館
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
（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
金沢東ライオンズクラブ
金沢西ライオンズクラブ
金沢南ライオンズクラブ
金沢ひかりライオンズクラブ
金沢尾山ライオンズクラブ
金沢菊水ライオンズクラブ
金沢パークライオンズクラブ
（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
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/高砂同窓会
田中昭文堂印刷（株）
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
トヨタカローラ石川（株）
金沢泉丘店

金沢松村店
海環・金沢駅西店
金沢元町店
U-Carプラザ元町店
（株）日産プリンス金沢
東大通り店
田上さくら店
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

＊どんな福祉車両を運転するの？
車いすに座った状態のまま乗車できる福祉車両を運転します。（普通車2台、軽車両1台）
福祉車両には、スロープやリフト、車いすの固定装置が備え付けてあります。
ボランティアを始める前に車両操作などを丁寧にお伝えします。

＊運転ボランティアを始めるには？
興味のある方はお電話ください。皆様のご協力をお待ちしております。
※応募条件（全てに該当する方）
* 年齢が68歳以下の方
* 過去2年以内に免許停止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

アの声★

（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
メンタルヘルスボランティア金沢きずな
（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
れんが亭

★

★ボランティ

★利用者の声
県内在住

（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

ボランティアのみなさんは優

う』の こ と ば は、や り 甲 斐 に

し く、安 全 運 転 で 安 心 し て

もなり世間との繋がりも感じ

乗っております。親切で感謝

ます。

しています。

金沢メルシーキャブサービス ご利用例

＜利用会員も募集中！＞
金沢市内にお住まいの方で、日常的に車いすを使

行き

用している方が利用できます。

10：30 ご自宅へお迎え

利用には事前に会員登録と予約が必要です。

⬇
11：00 美容院に到着

車の乗り降り以外の介助はできません。
*料金／利用料：30分ごと300円＋1kmごと20円
*年会費：1,500円（4月1日〜翌年の3月31日まで）
※土・日・祝日は1ヶ月のうち何回でも利用できます
*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）

（福） ：社会福祉法人 （公社）：公益社団法人

Bさん

利用者の方からの『ありがと

平日は1ヶ月のうち5回まで利用可能
〈会社・法人略語一覧〉

市内在住

Aさん

玄関先までお迎えに伺います。車いす
に座った状態でお待ち下さい。
美容院の入口までお送りします。

帰り
13：30 美容院へお迎え
⬇
14：00 ご自宅に到着

待ち合わせ時刻に遅れないようにお願
いします。
利用料金は、翌月にご指定の口座から
振替させていただきます。

上記のご利用例
※片道4km・30分以内の場合 / 片道の運賃は380円になります

（大） ：国立大学法人 （公財）：公益財団法人
（一財）：一般財団法人

（令和２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（金沢市社協内） 電話：076 231 3725 平日（月〜金曜日）9時〜17時
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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