
   

氏  名 町  名 

塩田 恵美子 乙丸町 

 芳本 和美 菅波町 

中村 由美子  藤波１丁目 

小玉 重子 藤波２丁目 

北  雅志 田地町 

針村 秀美 坊丸町 

酒元 明美 みずほ 1 丁目 

 伊東  稔 みすぼ 2 丁目 

大塚 和美 みずほ 3 丁目 

濱田 隆良 みずほ 4 丁目 

西尾 一則 みずほ 5 丁目 

境田 節子 みずほ 6 丁目 

川波 早苗 木津町 

 松尾 静子 今平町 

 横川 真由美 上二口町 

 宮西 卓也 平松町 

 小崎 ひとみ 剣崎町 

 

12 月１日（日）鶴来文化会館クレインで、民生委員

児童委員及び福祉協力員の委嘱状伝達式と退任民生委

員児童委員の感謝状贈呈式がありました。 

林中地区では民生委員２名の方が退任されました 
 

 

永岡 金一(木津町) ３期９年 

橋本  正(剣崎町) １期３年 
 

ありがとうございました。 

はやしなか 

福祉 だより 

令和４年 1２月 2２日 №1１３ 

白山市林中地区社会福祉協議会  

《 町 内 別 加 入 状 況 》 

町  名 
令和 4 年度 

加入戸数（戸） 

 

金 額（円） 

乙丸町 ６６ ３３,０００ 

菅波町 ４７ ２３,５００ 

藤 波 １４９ ７４,５００ 

田地町 ２２ １１,０００ 

坊丸町 ２５ １２,５００ 

みずほ ４００ ２００,０００ 

木津町 １６７ ８３,５００ 

今平町 ８１ ４０,５００ 

上二口町 ４０ ２０,０００ 

平松町 １４９ ７４,５００ 

剣崎町 ８８ ４４,０００ 

企 業  １０,０００ 

合計 １,２３４ ６２７,０００ 

 

令和４年度の社会福祉協議会の会員募集をお願いしまし

たところ、1,２３４戸のご家庭が加入され、617,000 円の

加入金額が集まりました。また、企業からも 10,000 円の

寄付金を頂きました。 

その 40%の 246,800 円と 4,000 円、合わせて

250,800 円を林中地区へ還付金としていただきました。 

早速、社協の福祉活動に使わせていただいております。 

皆様のご協力に感謝申し上げます。 

《福祉協力員》 

思いやりの心でつなぐ 白山のＫＩＺＵＮＡ ～絆～
〜 

☆活動内容 

・地域で気になる人の見守りや声かけ 

（高齢者、障害者、子育て世代等） 

・社協事業（ふれあいサロン等）の啓発 

民生委員児童委員･福祉協力員が

代わりました 
 

◎これから地区のお世話をしてくださる 

皆さんです。よろしくお願いします。 

 
《民生委員児童委員》 

 
 

☆任期は 

民生委員児童委員・福祉協力員ともに 

令和４年１２月１日～ 

令和７年１１月３０日の３年間 

氏 名 住  所 担 当 地 区 

中野 昭一  坊丸町２５－３ 木津町、田地町、坊丸町 

米尾 利宏 上二口町 8 上二口町、乙丸町、今平町 

櫻井  弘 藤波１丁目 9-12 藤波１・２丁目、菅波町 

村田美知子 みずほ２丁目 2-7 みずほ１・2・３丁目 

高野 房子 みずほ４丁目 4-１４ みずほ４・5・６丁目 

蒔田 三嗣 剣崎町９４ 剣崎町、平松町 

村本 香織 木津町 137-1 主任児童委員（林中地区） 

 



◆民生委員児童委員･福祉協力員研修会 
６月１８日（土）に民生委員児童委員・福祉協力

員の研修会を開催しました。 

研修内容は「利用できます。こんなサービス！ 

～高齢者の在宅福祉制度～」と題して、白山市長寿

介護課 課長補佐の吉田知佐記氏をお迎えして行い

ました。 

内容は、在宅高齢者へのサービスは３つ。 

１つ目は、健康増進生きがい支援 

高齢者リフレッシュ事業や入浴サービス（利用券）、

ふれあいサロンなど。 

２つ目は、安否確認見守り 

ひとり暮らし高齢者の配食サービスやはいかい高

齢者家族支援サービス、雪かきボランティアなど 

３つ目は、家族支援・在宅支援 

外出支援サービスや理髪サービス、紙おむつ購入

助成、在宅支援住宅リフォームなど。   

このような様々なサービスを活用して、安心して

より良い生活ができるよう必要な方がおいでたら、

情報をあげて欲しいということでした。 

 

◆敬老のつどい 
６月１２日（日）に 3年ぶりに開催しました。 

感染対策を講じ縮小して午前の前半と後半の２部制

で行いました。劇団花幸会のみなさまによる歌謡シ

ョーやコントで、笑いあり、涙ありの楽しいひと時

を過ごすことができました。元気も頂き、本当にあ

りがとうございました。 

◆民生委員児童委員・福祉協力員合同研修 

7月 9日（土）に民生委員・福祉協力員・理事の

合同研修会を開催しました。 

演題は「災害時の避難と要援護者の避難活動」と

題して、石川県防災活動アドバイザーの藤田武則氏

に講演をして頂きました。 

講演内容は、自力避難の難しい人たちへの避難支

援をどのようにしたらいいのか。災害基本法が一部

改正され、市町村に避難行動要支援者ごとの個別避

難計画書作成が努力義務化されました。市では支援

者の名簿登録がなされている｡避難の方法として誰

が何をどのようにするのか。これから林中地区自主

防災会と協力しながら具体的な取り組みを進めて行

かなければならない。 

 

 ◆敬老マッサージが行われる 

1０月 22 日（土）に林中文化祭に合わせて公民

館ホールで敬老マッサージが行われ、２人のマッサ

ージ師さんに来て頂きました。都合の悪いところを

聞き、それから丁寧なもみ

ほぐし。終わった後は身も

心もすっきりと軽やかに。

明日への元気につながっ

たようです。 

１１人の方がお世話に

なりました。本当にありが

とうございました。 

◆上映会「くちづけ」 
林中文化際の 10 月 23 日（日）に２回上映しま

した。知的障害者たちの自立支援のためのホーム、

ひまわり荘に身を寄せる父と７歳の心のまま大人に

なった娘。そこでの様々な

出来事。厳しい運命に翻弄

されながら生きるという

ことは？なみだ涙の感動

的な作品でした。４４名の

方に見て頂きました。 

 

◆お元気ですか！訪問 
１０月２３日（日）に民生委員・福祉協力員が一

人暮らしの高齢者の方に、ハニーカステラにメッセ

ージカードを添えてお届けしました。３１人の方皆

さんがお元気な様子で安心しました。 

 

◆シクラメンの鉢植えプレゼント 
１２月６日（火）にボランティアグループが田地

の川端善伸さんの指導のもと

シクラメンのラッピング。とて

も素敵になりました。早速、一

人暮らしの高齢者のもとに。晴

れやかな気持ちと元気をもお

届けできたのではないかと思います。 

 

◆年賀状づくり 
１２月１０日（土）一人暮らしの高齢者への年賀

状づくり。絵手紙教室の川北恵美子さんのご指導の

もと参加した子どもたち２３人が来年の干支の「う

さぎ」の消しゴムハンコづくり。 

手作りのハンコ、テープ、ペンなどを使って感性

豊かな温もりのある年賀状３２枚作りました。 

お正月に受け取られた方は思わず微笑み和やかな

お気持ちになられると思います。 


