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赤い羽根共同募金にご協力をいただいた
企業・団体等 令和3年度金沢市共同募金委員会取り扱い分（50音順）
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No.

〈50音順〉

あＩＴビジネスプラザ武蔵
（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
いろは食堂
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

か 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
浅野川市民体育館
森本市民体育館
鳴和台市民体育会館
中央市民体育館
金沢市総合体育館
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
赤い羽根
データベース

はねっと

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
（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
金沢エムザ
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

さ 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

た 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

な（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

は（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

ま 松村物産グループ
松村物産（株）
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

令和
３年度

や（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
ヨシダ宣伝株式会社

募金総額
募金総額

ら れんが亭

（公） ：公立大学法人

（学） ：学校法人

（一社）
：一般社団法人

（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
（一財）
：一般財団法人

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。

今号の内容

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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寄り添えば
マスクでも
フェイスブック

ウェル
くん

赤い羽根共同募金のご報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,4 ページ
介護職の魅力を広めたい～人生の先輩に寄り添う～ ・
・・・・ 2,3 ページ

【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

※金沢市内の
募金実績

長引くコロナ禍の中での2年目の募金活動となりました。人と人との接触が憚られる中で、
今年は例年以上に若い世代の方々が募金活動にご参加くださいました。継続した支援が
必要とされる中、
「困ったときはお互いさま」の共同募金の基本理念が若い世代にも
受け継がれ、人々が失いかけている「つながり」を取り戻し、日々の生活を支える活動
に繋がっていくことを願います。今年も多くの皆様に支えられながら、募金運動を
実施出来ましたことを心から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。

〈会社・法人略語一覧〉
（株） ：株式会社

61,402,246円円

LINE@

こころと心が
きっと伝わる

響きあう
その笑顔

「福祉のつどい 2021 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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介護職の魅力を広めたい
～人生の先輩に寄り添う～
長引くコロナ禍で、社会に必要不可欠な仕事であるエッセンシャルワーカーという言葉を耳に
する機会が増えました。エッセンシャルワーカーには、介護職も含まれます。皆さんは介護の仕
事にどんなイメージをお持ちでしょうか。
金沢市社会福祉協議会では、介護職の魅力ややりがい、働きやすさを皆さんに知っていただく
ため、様々な取組みを行っています。下記 QR コードより動画をご覧いただけます。ぜひ、スマ
ホを片手にご覧ください。

＊ケア・メンター派遣モデル事業
他の業界から転職した方などを対象に「ケア・メンター」を派遣
し、仕事への不安や悩みを聞いてアドバイスを行い安心して業務
に打ち込めるようサポートします。
相談した職員からは、「仕事に対して前向きになれた」、「知識が
ついた」など前向きな感想をいただきました。経験の浅い方でも安
心して介護職を続けていくための環境づくりを今後も支援してい
きます。

＊カイゴの日常 ～ケアワーカーリレー～
金沢市社会福祉協議会公式 Facebook、Instagram に、定期的に投稿しています。普段知ることので
きない介護現場でのエピソードや想い、信念などについて、それぞれの現場から紹介していただいていま

＊かなざわ介護ラボ
介護の仕事のやりがいや楽しさを広める取組みとして、関係団体や市内で働く介護職の皆さんと協力し
ながら取り組んでいます。

す。コロナ禍のため、ケアワーカー（介護職員）同士の対面での交流が難しい状況ですが、SNS で同じケ
アワーカーの活躍や頑張りを知ることができます。
市内の介護サービス事業所の職員がリレー形式で発信していますので、ぜひご覧ください。

動画 １
100歳のお誕生日を迎えられた元養護教諭のご利用者。編み物が得意で、彼女が作る帽子やセーターは
まるでお店に並んでいるような仕上がりです。そんなご利用者が「自分らしく生きる」為に介護職が心がけ
ている事とは…？

【Facebook】

【Instagram】

※撮影のためマスクをはずしています。

動画 ２
福サポいしかわの紹介

現在の職場に転職して 9 か月

※福祉・介護の仕事をお探しの方は「福サポいしかわ」をご利用ください。QR コードから HP をご覧いた
だけます。

の新人介護職員さん。お給料、
仕事とプライベート、職場環
境・・・転職者だからこそ感じ

石川県福祉の仕事マッチングサポートセンター
福サポいしかわ

る介護の労働環境について、本
音を語ります。

動画は下記 QR コードからご覧いただけます！
【金沢市公式 YouTube】

場 所：石川県本多の森庁舎内
住 所：〒９２０-０９３５ 金沢市石引 ４ －１７－ １
ＴＥＬ：０７６－２３４－１１５１
開 所：月～金（祝日・年末年始除く）９ ～１８時

【金沢市社協公式 YouTube】

金沢市社会福祉協議会は、今後も介護職の魅力
ややりがいを発信していきます。また、介護職員
が安心して業務に打ち込めるようサポートも行っ
ていきます。
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【福サポいしかわ】

●

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
場 所：金沢市松ヶ枝福祉館
住 所：〒９２０-０864 石川県金沢市高岡町 7 －25
金沢市松ヶ枝福祉館内
ＴＥＬ：０７６－２３1－3571
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