
第２次能美市地域福祉活動計画(平成25～29年度)初年度の活動報告会として、計画を推進する３つの委員会に関するプログラム(1～4)と、
市民の方々の地域福祉・ボランティア活動に、自由に見学、参加できる取組み プログラム(５～19)を開催します。
この期間、市内のあちらこちらでできる「 ちいきふくし・私たちの ふ だんの く らしの し あわせ 」を語り合う、ぽかぽかな輪(プロジェク
ト)に、どなたでも、どうぞお気軽にご参加下さい。

よろっさ  やろっさ  つなごっさ！

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトまちまちまちまち
平成25年度

地域福祉推進のマスコット
のみんちゃん

１～４は、３つの委員会に関するプログラムです。 プログラム７、１６、１９は事前申込みが必要。他は申込不要です。

★「プルタブを換金した車椅子」の贈呈式(市民の皆さんから寄せられたプルタブを換金積立し、昨年度に引続き、市内福祉施設4か所に贈呈します。) 
★「能美たすかったわ～大賞」の表彰式

３月９日(日)　１３時１０分～
寺井地区公民館 2階 大ホール

「ちょっと人に話したい」助けてもらってうれしかったことや、心にグッときたことを紹介してください。皆の心が、“ぽかぽか" になるように!　
　詳しくは上記をご覧ください。

「能美たすかったわ～大賞」 “能美のたすかった～、うれし～かった話” 大募集します！
応募締切2/25 必着火

寺井支所　電　話 ５８－６８９６ＦＡＸ ５８－６８２７問い合わせ先 本　　所
（辰口支所） 根上支所　電　話 ５８－４３４１ＦＡＸ ５８－４３６１

電　話 ５１－６０２０
ＦＡＸ ５１－６６７７社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

「ようこそ のみんひろばへ!
　パート７」
●日時：３月１日(土)　
　　　　10時00分～14時00分
●会場：辰口健康福祉センター
　　　   （緑が丘11-50-1）
10:00～　絵本カフェオープン  フリータイム　　　
11:00～　絵本の時間「ミッフィー倶楽部」のお話会
　　　　　パパママのグループによるミニコンサート
12:00～　子ども達へミニおにぎりを配布(無料)
13:30　　ドリンクオーダーストップ

★ハーブティー・コーヒー［手作りおやつ付］（各100円）
★大人の方は各自で昼食をご準備ください。
★パンの販売もあります。(数に限りあり)

支えあいのしくみづくり委員会関連
子育て応援委員会1

ファミリーで絵本カフェやコンサートを楽しみましょう！

～お茶と絵本でくつろぎタイム～

「喫茶あい・テラス」
集って・つながる・みんなのボラセン
●日時：３月４日(火)　
　　　　10時00分～14時00分
●会場：辰口健康福祉センター
　　　   （緑が丘11-50-1）
10:00～15:00   喫茶　　　
10:30～　スタンプラリー in ボランティアセンター
11:30～“みっちゃんず”ミニコンサート（軽音楽）

★アロマテラピーハンドマッサージ体験　100円
★ボランティア掲示板・活動紹介コーナー
★ボランティア活動をお探しの方、相談コーナー
　があります
●喫茶協力：はまなす作業所
　コーヒー・こぶ茶・ゆず茶、クッキー等(各100円)

支えあいのしくみづくり委員会関連
ボランティア・コミュニティ活動
支援センター運営委員会2

“みんな”で“みんな”を
考えるつどい

●日時：３月８日(土)　
　　　　13時30分～15時30分
●会場：根上総合文化会館 円形ホール
　　　   （大成町ヌ118）
13:30～　開会・オリエンテーション
13:40～　基調講演
　　　　 「障がいがあっても地域の中で自分らしく
　　　　　過ごしたい」
14:30～　交流会 お茶とお菓子でティータイム
★「こころに寄り添える講座」の第4回目ともなりますが、
　このプログラムのみのご参加も大歓迎!!
★障がいを理解する機会としてぜひご参加ください。
●講師　野間比南子氏
　（身体障害者通所授産施設 ひろびろ作業所施設長）

こころに寄り添える人づくり委員会
　　　　　「ともろっさ・能美」3

地域福祉委員会のつどい！
～活動の充実に向けて～

●日時：３月９日(日)　
　　　　13時30分～15時00分
●会場：寺井地区公民館 2階 大ホール
　　　 （寺井町ヨ47）
13:10～ 「能美たすかったわ～大賞」表彰式等
13:30～　開会・オリエンテーション
13:35～ ［第１部］
　　　　　高齢者の暮らしを支える助けあいについて
　　　　　※支えあいのしくみづくり委員会PR
13:45～ ［第２部］地域福祉委員会活動報告 粟生町　
14:00～ ［第３部］
　　　　　地域の商店や事業所・企業もふくしの
　　　　　輪の中に（パネルディスカッション）
●コーディネーター　内　慶瑞氏（金城大学社会福祉学部教授）

地域見守りネットワーク
づくり委員会4地域(まち)で障がいを

考える会

全てのプログラムに、
どなたでもいくつでも
ご参加いただけます。

お気軽に!!

ぽか
　ぽか
ぽか
　ぽか
ぽか
　ぽか
ぽか
　ぽか

主催：第2次能美市地域福祉活動計画あたたかい地域づくりの会、社会福祉法人 能美市社会福祉協議会　　後援：能美市

能美市では「能美市総合計画」に基づき、「地域福祉計画」「障害者計画」「のびのび高齢者プラン」「次世代育成支援行動計画」などの福祉計画が策定されています。
これらを踏まえて、住み慣れた地域で、誰もが、安心・安全に暮らせる福祉の地域づくりに、市民が参加し、協議を進めてきた計画が、能美市地域福祉活動計画です。
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「集まれ!ボランティアしたい人、
してほしい人」～カフェで交流しましょう～

●日時：３月１日(土)
　　　　10時00分～12時00分
●会場：辰口福祉会館 大ホール（辰口町ヌ10）
●講師：香林せいこ氏
　　　　(NPO法人百万石ワールドカフェ理事)

5 ボランティア

主催：能美市ボランティア連絡協議会
学校の先生、福祉施設職員側の知りたい情報満載

「災害ボランティアセンター
を体験してみよう！」

●日時：３月２日(日)
　　　　10時00分～12時00分
●会場：辰口健康福祉センター
●講師：七尾幸子氏
　　　　(輪島市社会福祉協議会事務局長)

6 災害ボランティア

主催：能美市民防災ネットワーク
災害時、住民同士の助けあいを調整する

災害ボランティアセンターをゲームで体験してみよう。

「障がいのある人が利用できる
福祉サービスを知ろう」

●日時：３月６日(木)
　　　　10時00分～11時30分
●会場：辰口健康福祉センター
●講師：能美市福祉課

13 福祉サービスの理解

主催：能美市身体障害者福祉協議会辰口支部
興味関心のある方、どなたでも参加ください。

いきいきサロン
ボランティア交流会

●日時：３月７日(金)
　　　　13時30分～15時30分
●会場：寺井地区公民館 2階 大ホール
●講師：松端克文氏
　　　   (桃山学院大学福祉学部教授)

17 傾聴の理解

「ストップ！要介護」を合言葉に、
ボランティアが運営する「根上地区
ほがらか会」の様子を見てみよう!!

●日時：３月６日(木)
　　　　10時00分～14時00分
●会場：白寿会館 (大浜町ノ35-1）

14 とじこもり予防

主催：まだまだ元気な高齢者サポート
　　　グループほがらか会
市民提案型協働事業として取組んでいます。

●日時：３月７日(金)
　　　　13時30分～15時00分
●会場：根上学習センター (大成町ヌ111)
●講師：坂尻他津子氏 
　　　　(財団法人メンタルケア協会)

主催：能美市傾聴ボランティア
　　　連絡会「うなづき」

傾聴の基本技術やボランティア活動を紹介します。

18 社会福祉協議会事業

企業の社員研修とタイアップして行います。
★事前申込みが必要です。

 (社会福祉協議会：TEL51-6020)

高齢者が気軽に集まり、お茶を飲みながら
おしゃべりする場所として昨年開所しました。

大切な人が悩んでいることに気付いたとき、
あなたにできる支援があります。

●日時：３月２日(日)
　　　　13時30分～17時00分
●会場：加賀舞子松林･大浜会館(大浜町ク60)
●講師：藤井まり子氏(ファシリテーター)

●日時：３月５日(水)
　　　　10時00分～12時00分
●会場：旧粟生保育園施設
　　　　  (粟生町ロ10-2)

7 企業地域貢献セミナー

主催：有限会社 日本海開発グループ

●日時：３月３日(月)
　　　　13時30分～15時00分
●会場：辰口健康福祉センター
●講師：寺西里恵氏(野々市こころの
　　　　クリニックソーシャルワーカー）

8 自殺予防

主催：能美市福祉課

「松林清掃体験と
企業の地域貢献を考える」

企業の職員研修とタイアップして行います。
★事前申込みが必要です。

 (社会福祉協議会：TEL51-6020)
●日時：３月６日(木)
　　　　17時30分～19時00分
●会場：辰口健康福祉センター
●講師：北村裕一氏
　　　　(日赤県支部ボランティアリーダー)

16 企業地域貢献セミナー

19 企業地域貢献セミナー

主催：鶴来信用金庫
「企業が取り組む地域防災」

企業の社員研修とタイアップして行います。
★事前申込みが必要です。 (社会福祉協議会：TEL51-6020)
●日時：３月７日(金)
　　　　17時00分～18時00分
●会場：ハウメット・ジャパン株式会社(粟生町西61-1)
●講師：北村裕一氏
　　　　(日赤県支部ボランティアリーダー)

主催：ハウメット・ジャパン株式会社

地域に活かそう
従業員の防災力

授業を見学します。※内履をご用意ください

●日時：３月６日(木)
　　　　10時15分～12時00分
●会場：宮竹小学校体育館(宮竹町イ153)
●講師：車イスバスケットボールチーム
　　　 「Jamaney(ジャマネ)石川」(金沢)

15 福祉教育

主催：能美市立宮竹小学校

「車イスバスケットチームの
皆さんの話を聞き、交流しよう!」

「あなたの大切な人の
自殺を防ぐために！」

オープン親子サロン
～親子でゆったり・ほっこり～

◆辰口地区   ●日時：３月４日(火)
　　　　　　●会場：辰口健康福祉センター
◆根上地区　●日時：３月６日(木)
　　　　　　●会場：旧西任田保育園施設
　　　　　　　　　　　  　(西任田町ロ23）
◆寺井地区　●日時：３月８日(土)
　　　　　　●会場：旧粟生保育園施設
　　　　　　　　　　　  　(粟生町ロ10-2）

9 社会福祉協議会事業

３会場とも10時00分～13時30分

「買い物支援活動」の報告会

●日時：３月４日(火)
　　　　13時30分～15時00分
●会場：ふるさと交流研修センター さらい
　　　　  (石子町ハ147-1)
●講師：毎田雄一氏 
　　　　(コミュニケーション・デザイナー)

10 買い物弱者支援

主催：能美市商工女性まちづくり研究会
地域振興・地域貢献をめざし取組んでいる

移動販売について、寸劇で報告し話し合います。

11 地域サロン

主催：粟生町地域福祉委員会

ふれあい型配食サービス（寺井地
区）の調理を見学し活動者と交流!
※各地区月２回、様々なボランティアの皆さんが関わ
り、お弁当を手作りしています。お弁当は季節の絵
の上掛紙で包み、一人暮らしの高齢者等にお届けし
ています。

※地域の居場所、住民同士の交流の場として地域に
根差した活動をしている「いきいきサロン」の運
営ボランティアのざっくばらんな交流会

●日時：３月５日(水)
　　　　13時00分～14時30分
●会場：市健康福祉センター｢サンテ｣(寺井町ぬ48)
●協力：ちどり会(配食ボランティアグループ)

12 社会福祉協議会事業

オープン しゃべくり茶ロン 楽楽
～町会で取組むふれあい交流～
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「傾聴ってどんなこと?」
～コミュニケーションを深める活動を知ろう～


